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仮 訳 参考資料４

鳥インフルエンザ【2008.10月改正案】

原文 仮訳

C HA P T E R 1 0 . 4 . 第 10.4 章

AVIAN INFLUENZA 鳥インフルエンザ

Article 10.4.1. 第 10.4.1.条

General provisions 一般方針

1. For the purposes of international trade, avian influenza in its notifiable form 1.国際貿易を目的として、届け出るべき形式の鳥インフルエンザ（以下「ＮＡ

(NAI) is defined as an infection of poultry caused by any influenza A virus of the Ｉ」という。）は、あらゆる血清型Ｈ５又はＨ７亜型のインフルエンザＡ型ウイ

H5 or H7 subtypes or by any AI virus with an intravenous pathogenicity index ルス、または以下に記述するとおり静脈内接種指標（ＩＶＰＩ）が 1.2 超の鳥

(IVPI) greater than 1.2 (or as an alternative at least 75% mortality) as described インフルエンザウイルス（又は、死亡率が７５％以上のもの）による家きんの

below. NAI viruses can be divided into highly pathogenic notifiable avian influenza 伝染病と定義する。ＮＡＩウイルスは、強毒の届出対象鳥インフルエンザ（以

(HPNAI) and low pathogenicity notifiable avian influenza (LPNAI): 下「ＨＰＮＡＩ」という。）と弱毒の届出対象鳥インフルエンザ（以下「ＬＰＮ

ＡＩ」という。）とに分類される：

a) HPNAI viruses have an IVPI in 6-week-old chickens greater than 1.2 or, as an a)ＨＰＮＡＩウイルスは、６週齢の鶏における IVPI の値が 1.2 超、又はこれに

alternative, cause at least 75% mortality in 4-to 8-week-old chickens infected 替わる指標としては、４から８週齢の鶏に対する静脈内接種試験の結果、少な

intravenously. H5 and H7 viruses which do not have an IVPI of greater than 1.2 or くとも７５％の死亡率を引き起こすものとされる。IVPI が 1.2 以下又は 静脈内

cause less than 75% mortality in an intravenous lethality test should be sequenced to 接種試験による死亡率が７５％未満の血清亜型Ｈ 5 及びＨ 7 ウイルス について

determine whether multiple basic amino acids are present at the cleavage site of the は、ヘマグルニチン分子の開裂部位（HA0）に複数のアミノ酸塩基 が存在する

haemagglutinin molecule (HA0); if the amino acid motif is similar to that observed かどうかを決定するためにシークエンスを行う；その結果、当該 因子のアミノ

for other HPNAI isolates, the isolate being tested should be considered as HPNAI; 酸塩基配列がＨＰＮＡＩ所見と酷似している場合には、ＨＰＮＡＩと判断され

る。

b) LPNAI are all influenza A viruses of H5 and H7 subtype that are not HPNAI b)ＬＰＮＡＩは、ＨＰＮＡＩウイルス以外の血清型Ｈ５及びＨ７亜型の全ての

viruses. Ａ型インフルエンザウイルスである。

2. Poultry is defined as‘all domesticated birds, including backyard poultry, used for 2.家きんとは、「あらゆる目的で利用される闘鶏、消費を目的とした肉又は卵の
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the production of meat or eggs for consumption, for the production of other 生産、その他商品の生産、狩猟鳥 の供給の補充、あるいはこれらのカテゴリー

commercial products, for restocking supplies of game, or for breeding these に含まれる鳥を繁殖するために用いられる、庭先養鶏を含む全ての飼養されて

categories of birds, as well as fighting cocks used for any purpose’. いる鳥」と定義される。

Birds that are kept in captivity for any reason other than those reasons referred to in ショー、競争、展示、競技、繁殖、これらのカテゴリーの鳥の販売およびペッ

the preceding paragraph, including those that are kept for shows, races, exhibitions, トの鳥など、前節で言及されている以外のあらゆる目的で飼育されている鳥類

competitions or for breeding or selling these categories of birds as well as pet birds, は、家きんとは見なさない。

are not considered to be poultry.

3. For the purposes of international trade, this chapter deals not only with the 3.国際貿易のために、本章は、ＮＡＩウイルスに起因する臨床兆候の発生した

occurrence of clinical signs caused by NAI virus, but also with the presence of 場合だけでなく、臨床兆候の見られないＮＡＩウイルス感染についても対象と

infection with NAI virus in the absence of clinical signs. する。

4. For the purposes of international trade, a Member should not impose immediate 4. コードの第 1.2.3 条に従って、国際貿易の目的で、国は、家きん以外の鳥で

trade bans in response to a notification of infection with HPAI and LPAI virus in の強毒又は弱毒の鳥インフルエンザの感染報告をもって、即時に貿易を禁止す

birds other than poultry according to Article 1.2.3. of the Terrestrial Code. べきではない。

5. Antibodies to H5 or H7 subtype of NAI virus, which have been detected in 5. 家きんで、NAI ウイルスの血清型 H5 又は H7 に対するワクチン接種による

poultry and are not a consequence of vaccination, have to be further immediately ものではない抗体が検出された場合、さらなる直ちに調査が必要である。血清

investigated. In the case of isolated serological positive results, NAI infection may 学的検査結果が単独で陽性となった場合は、NAI 感染のさらなる兆候が認めら

be ruled out on the basis of a thorough epidemiological investigation that does not れないという徹底的な疫学調査に基づいて、NAI 感染が除外できることがある。

demonstrate further evidence of NAI infection.

6. The following defines the occurrence of infection with NAI virus: 6. ＮＡＩウイルスによる感染の発生は、以下のように定義される：

a) HPNAI virus has been isolated and identified as such or viral RNA specific for a)家きん又は家きん由来畜産物から、ＨＰＮＡＩウイルスが分離され、かつ、

HPNAI has been detected in poultry or a product derived from poultry; or 当該ウイルスと同定されたとき、又はＨＰＮＡＩに特異的なウイルスＲＮＡが

検出さ れたとき、又は、

b) LPNAI virus has been isolated and identified as such or viral RNA specific for b)家きん又は家きん由来畜産物から、ＬＰＮＡＩウイルスが分離され、かつ、

LPNAI has been detected in poultry or a product derived from poultry. 当該ウイルスと同定されたとき、又はＬＰＮＡＩに特異的なウイルスＲＮＡが

検出さ れたとき。

For the purposes of the Terrestrial Code, ‘NAI free establishment’ means an コードにおいて、「NAI 清浄施設」とは、第 10.4.27 条から第 10.4.33.条に基づ

establishment in which the poultry have shown no evidence of NAI infection, based き実施されるサーベイランスにより、NAI 感染の証拠が示されていない家きん

on surveillance in accordance with Articles 10.4.27. to 10.4.33. が飼養されている施設を意味する。
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For the purposes of the Terrestrial Code, the incubation period for NAI shall be 21 コードにおいて、ＮＡＩの潜伏期間は２１日とする。

days.

Standards for diagnostic tests, including pathogenicity testing, are described in the
Terrestrial Manual. Any vaccine used should comply with the standards described in 診断のための検査基準（病原性試験を含む）は陸生マニュアルに記載されてい

the Terrestrial Manual. る。いかなるワクチンの使用も、陸生マニュアル中に記載されている基準に従

うべきである。

Article 10.4.2. 第 10.4.2 条

Determination of the NAI status of a country, zone or compartment 国、ゾーン又はコンパートメントのＮＡＩステータスの決定

The NAI status of a country, a zone or a compartment can be determined on the 国、ゾーン又はコンパートメントに係るＮＡＩステータスは、次に掲げる基準

basis of the following criteria: に基づいて決定することができる：

1. NAI is notifiable in the whole country, an on-going NAI awareness programme is 1.ＮＡＩが、国全体において届出対象疾病に位置づけられており、継続的な Ｎ

in place, and all notified suspect occurrences of NAI are subjected to field and, ＡＩ認知プログラムが実施されており、また、ＮＡＩの発生が疑われるすべて

where applicable, laboratory investigations; の通報は、適切な農場調査、及び必要に応じて診断施設での検査対象となる。

2. appropriate surveillance is in place to demonstrate the presence of infection in the 2.家きんにおいて臨床症状が見られない状態での感染の存在及び家きん以外の

absence of clinical signs in poultry, and the risk posed by birds other than poultry; 鳥によるリスクを実証する上で適切なサーベイランスが実施されていること。

this may be achieved through a NAI surveillance programme in accordance with これは、第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に基づくＮＡＩサーベイランスプログラ

Articles 10.4.27. to 10.4.33.; ムによって達成することができる。

3. consideration of all epidemiological factors for NAI occurrence and their historical 3.NAI 発生の全疫学要素及び歴史的観点を考慮すること

perspective.

Article 10.4.3. 第 10.4.3.条

NAI free country, zone or compartment NAI 清浄国又はゾーン又はコンパートメント

A country, zone or compartment may be considered free from NAI when it has been 第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に基づき実施されるサーベイランスに基づき、国、

shown that neither HPNAI nor LPNAI infection has been present in the country, ゾーン又はコンパートメントにおいて過去 12 ヶ月間、HPNAI 及び LPNAI 感染

zone or compartment for the past 12 months, based on surveillance in accordance のいずれも存在していないとき、国、ゾーン又はコンパートメントを、NAI 清
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with Articles 10.4.27. to 10.4.33. 浄であると見なすことができる。

If infection has occurred in a previously free country, zone or compartment, NAI 仮に、これまで清浄であった国、ゾーン又はコンパートメントで感染が起こっ

free status can be regained: た場合、以下の条件の下に清浄ステータスを復帰することができる：

1. In the case of HPNAI infections, 3 months after a stamping-out policy (including 1.HPNAI 感染の場合、第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に基づくサーベイランスが

disinfection of all affected establishments) is applied, providing that surveillance in 当該 3 ヶ月間実施されたという条件で、摘発淘汰政策（すべての影響を受けた

accordance with Articles 10.4.27. to 10.4.33. has been carried out during that 施設の消毒を含む）後から 3 ヶ月が経過。

three-month period.

2. In the case of LPNAI infections, poultry may be kept for slaughter for human 2.LPNAI 感染の場合、食用と殺のために第 10.4.20.章又は第 10.4.21.章に特定さ

consumption subject to conditions specified in Articles 10.4.20. or 10.4.21. or a れた条件を必要とする食用と殺のために、家きんを保管しても、摘発淘汰政策

stamping-out policy may be applied; in either case, 3 months after the disinfection of を適用してもよい。いずれの場合においても、当該 3 ヶ月間第 10.4.27 条から第

all affected establishments, providing that surveillance in accordance with 10.4.33 条に基づくサーベイランスが実施されていることを前提に、すべての影

Articles10.4.27. to 10.4.33. has been carried out during that three-month period. 響を受けた施設の消毒の後 3 ヶ月が経過。

Article 10.4.4. 第 10.4.4 条

HPNAI free country, zone or compartment HPNAI 清浄の国、ゾーン又はコンパートメント

A country, zone or compartment may be considered free from HPNAI when: 以下の場合、国、ゾーン又はコンパートメントは HPNAI 清浄と見なし得る。

1. it has been shown that HPNAI infection has not been present in the country, zone 1.LPNAI ステータスが不明である可能性があっても、過去 12 ヶ月間 HPNAI 感
or compartment for the past 12 months, although its LPNAI status may be unknown; 染が存在していないと示されている;
or 又は

2. when, based on surveillance in accordance with Articles 10.4.27. to 10.4.33., it 2.第 10.4.27 条から第 10.4.33 条によるサーベイランスに基づき、NAI 清浄性の

does not meet the criteria for freedom from NAI but any NAI virus detected has not 基準に合致していないが、検出された全ての NAI ウイルスが HPNAI と識別さ

been identified as HPNAI virus. れていない場合

The surveillance may need to be adapted to parts of the country or existing zones or サーベイランスは、歴史的地理的要素、産業構造、羽数データ又は直近の発生

compartments depending on historical or geographical factors, industry structure, 場所への距離によって変化させ、国の一部又はゾーン／コンパートメントに適

population data, or proximity to recent outbreaks. 用する必要が生じることもある。

If infection has occurred in a previously free country, zone or compartment, HPNAI 仮に、以前清浄であった国、ゾーン又はコンパートメントで感染が起こった場
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free status can be regained 3 months after a stamping-out policy (including 合、当該 3 ヶ月間第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に基づくサーベイランスが実施

disinfection of all affected establishments) is applied, providing that surveillance in されていることを前提に、清浄のステータスは摘発淘汰政策（全ての影響を受

accordance with Articles 10.4.27. to 10.4.33. has been carried out during that けた施設の消毒を含む）が講じられてから 3 ヶ月経過後、回復することができ

three-month period. る。

Article 10.4.5. 第 10.4.5.条

Recommendations for importation from a NAI free country, zone or ＮＡＩ清浄の国、ゾーン又はコンパートメントから輸入する場合の要求事項

compartment

for live poultry (other than day-old poultry) 家きん生体（初生ひなを除く）

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、次に掲げる事項が証明されている国際動物衛生証明書の提出

certificate attesting that: を要求すべきである。

1. the poultry showed no clinical sign of NAI on the day of shipment; 1.当該家きんは、輸出日にＮＡＩの臨床症状を示していないこと。

2. the poultry were kept in a NAI free country, zone or compartment since they were 2.当該家きんは、出生以降又は少なくとも過去２１日間、ＮＡＩ清浄の国、ゾ

hatched or for at least the past 21 days; ーン又はコンパートメントで飼養されていたこと。

3. the required surveillance, in accordance with Articles 10.4.27. to 10.4.33., has 3.第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に従い、要求されたサーベイランスが少なくと

been carried out on the establishment within at least the past 21 days; も過去 21 日以内で当該施設において、実施されていたこと。

4. if vaccinated, the poultry have been vaccinated in accordance with Articles 4.仮にワクチン接種が行われていた場合においては、当該家きんは第 10.4.27 条

10.4.27. to 10.4.33.; in that case, the nature of the vaccine used and the date of から第 10.4.33 条に基づく方法でワクチン接種が実施されていること。この場合、

vaccination should be attached to the certificate. 使用したワクチンの種類と接種日を証明書に添付すべきである。

Article 10.4.6. 第 10.4.6.条

Recommendations for the importation of live birds other than poultry 家きん以外の鳥の生体を輸入する場合の要求事項

Regardless of the NAI status of the country, zone or compartment of origin, 原産の国、ゾーン又はコンパートメントのＮＡＩステータスにかかわらず、家

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 畜衛生当局は、次に掲げる事項が証明されている国際動物衛生証明書の提出を

certificate attesting that: 要求すべきである。当該鳥は、
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1. the birds showed no clinical sign of infection with a virus which would be 1.輸出日に、家きんにおけるＮＡＩと考えられるウイルスによる感染の臨床症

considered NAI in poultry on the day of shipment; 状を示していないこと。

2. the birds were kept in isolation approved by the Veterinary Services since they 2.出生以降又は少なくとも輸出前２１日間、獣医部局が認める隔離施設で保管

were hatched or for at least the 21 days prior to shipment and showed no clinical され、隔離期間中、家きんにおけるＮＡＩと考えられるウイルスによる感染の

sign of infection with a virus which would be considered NAI in poultry during the 臨床症状を示していないこと。

isolation period;

3. a statisticaly valid sample of the birds werewas subjected to a diagnostic test 3.当該鳥のうち統計的に有効なサンプル数が、家きんにおけるＮＡＩと考えら

within 14 days prior to shipment to demonstrate freedom from infection with a virus れるウイルスに感染していないことの証明のため、輸出前１４日間に診断検査

which would be considered NAI in poultry; に供されたこと。

4. the birds are transported in new or appropriately sanitized containers. 4.新しい又は適切に消毒されたコンテナで輸送されること。

If the birds have been vaccinated, the nature of the vaccine used and the date of もし対象となる鳥がワクチン接種されている場合、使用したワクチンの種類と

vaccination should be attached to the certificate. 接種日を証明書に添付すべきである。

Article 10.4.7. 第 10.4.7..条

Recommendations for importation from a NAI free country, zone or ＮＡＩ清浄の国、ゾーン又はコンパートメントから輸入する場合の要求事項

compartment

for day-old live poultry 初生ひな

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、次に掲げる事項が証明されている国際動物衛生証明書の提出

certificate attesting that: を要求すべきである：

1. the poultry were kept in a NAI free country, zone or compartment since they were 1.当該家きんが孵化以降、ＮＡＩ清浄の国、ゾーン又はコンパートメントで飼

hatched; 養されていたこと。

2. the poultry were derived from parent flocks which had been kept in a NAI free 2.当該家きんが少なくとも採卵前２１日間及び採卵時において、ＮＡＩ清浄の

country, zone or compartment for at least 21 days prior to and at the time of the 国、ゾーン又はコンパートメントで飼養されていた親の家きん群に由来してい

collection of the eggs; ること。
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3. if the poultry or the parent flocks were vaccinated, vaccination was carried out in 3.仮にその家きん又は親の家きん群に対しワクチン接種が実施された場合にお

accordance with Articles 10.4.27. to 10.4.33.; in that case, the nature of the vaccine いては、ワクチン接種が第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に基づいて実施されてい

used and the date of vaccination should be attached to the certificate. ること。その場合、使用したワクチンの種類、接種日を証明書に添付すべきで

ある。

Article 10.4.8. 第 10.4.8.条

Recommendations for importation from a HPNAI free country, zone or HPNAI 清浄の国、ゾーン又はコンパートメントから輸入する場合の要求事項

compartment

for day-old live poultry 初生ひな

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、次に掲げる事項が証明されている国際動物衛生証明書の提出

certificate attesting that: を要求すべきである：

1. the poultry were kept in a HPNAI free country, zone or compartment since they 1.当該家きんが孵化以降、HPNAI 清浄の国、ゾーン又はコンパートメントにお

were hatched; いて飼育されていたこと。

2. the poultry were derived from parent flocks which had been kept in a NAI free 2.当該家きんが少なくとも採卵前２１日間及び採卵時において、ＮＡＩ清浄の

establishment for at least 21 days prior to and at the time of the collection of the 施設で飼養されていた親の家きん群に由来していること。

eggs;

3. the poultry are transported in new or appropriately sanitized containers; 3.当該家きんが新しい又は適切に消毒されたコンテナで輸送されること。

4. if the poultry or the parent flocks were vaccinated, vaccination was carried out in 4.仮にその家きん又は親の家きん群に対しワクチン接種が実施された場合にお

accordance with Articles 10.4.27. to 10.4.33.; in that case, the nature of the vaccine いては、ワクチン接種が第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に基づいて実施されてい

used and the date of vaccination should be attached to the certificate. ること。その場合、使用したワクチンの種類と接種日を証明書に添付すべきで

ある。

Article 10.4.9. 第 10.4.9 条

Recommendations for the importation of day-old live birds other than poultry 家きん以外の鳥の初生ひなを輸入する場合の要求事項

Regardless of the NAI status of the country, zone or compartment, Veterinary 国、ゾーン又はコンパートメントの NAI ステータスに関わらず、家畜衛生当局

Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate は次に掲げる事項が記載された国際動物衛生証明書の提出を要求すべきである。
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attesting that:

1. the birds showed no clinical signs suggestive of NAI on the day of shipment; 1.当該鳥が輸出日にＮＡＩを疑う臨床症状を示していないこと。

2. the birds were hatched and kept in isolation approved by the Veterinary Services; 2.当該鳥が獣医部局が認める隔離施設で孵化し飼養されていたこと。

3. the parent flock birds were subjected to a diagnostic test at the time of the 3.NAI ウイルスに感染していないことを証明するため卵の収集時に親鳥郡が診

collection of the eggs to demonstrate freedom from infection with NAIV; 断テストを受けたこと

4. the birds are transported in new or appropriately sanitized containers. 4.当該鳥は新しい又は適切に消毒されたコンテナで輸送されること。

If the birds or parent flocks were vaccinated against NAI, the nature of the vaccine もし当該鳥又はその親郡が NAI のワクチンを接種している場合、使用したワク

used and the date of vaccination should be attached to the certificate. チンの種類と接種日を証明書に添付しなければならない。

Article 10.4.10. 第 10.4.10.条

Recommendations for importation from a NAI free country, zone or NAI 清浄国、ゾーン、コンパートメントから輸入する場合の要求事項

compartment

for hatching eggs of poultry 家きんの種卵

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、次に掲げる事項が記載された国際動物衛生証明書の提出を要

certificate attesting that: 求すべきである：

1. the eggs came from a NAI free country, zone or compartment; 1.当該種卵がＮＡＩ清浄の国、ゾーン又はコンパートメント由来のものである

こと。

2. the eggs were derived from parent flocks which had been kept in a NAI free 2.当該種卵が少なくとも採卵前２１日間及び採卵日に、ＮＡＩ清浄の国、ゾー

country, zone or compartment for at least 21 days prior to and at the time of the ン又はコンパートメントで飼養されていた親の家きん群由来であること

collection of the eggs;

3. if the parent flocks were vaccinated, vaccination was carried out in accordance 3.仮に親の家きん群に対しワクチン接種が実施された場合においては、ワクチ

with Articles 10.4.27. to 10.4.33.; in that case, the nature of the vaccine used and the ン接種が第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に基づいて実施されていること。その場

date of vaccination should be attached to the certificate; 合、使用したワクチンの種類と接種日を証明書に添付すべきである。
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4. the eggs are transported in new or appropriately sanitized containers. 4.卵は新しい又は適切に消毒されたコンテナで輸送されていること。

Article 10.4.11. 第 10.4.11.条

Recommendations for importation from a HPNAI free country, zone or HPNAI 清浄の国、ゾーン又はコンパートメントから輸入する場合の要求事項

compartment

for hatching eggs of poultry 家きんの種卵

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、次に掲げる事項が記載された国際動物衛生証明書の提出を要

certificate attesting that: 求すべきである。

1. the eggs came from a HPNAI free country, zone or compartment; 1.当該種卵が HPNAI 清浄の国、ゾーン又はコンパートメント由来のものである

こと。

2. the eggs were derived from parent flocks which had been kept in a NAI free 2.当該種卵が少なくとも採卵前２１日間及び採卵日に、ＮＡＩ清浄の施設で飼

establishment for at least 21 days prior to and at the time of the collection of the 養されていた親の家きん群由来であること。

eggs;

3. the eggs have had their surfaces sanitised (in accordance with Chapter 6.3.) and 3.卵の表面が（第 6.3.章に基づいて）衛生的にされ、新しい梱包材で輸送される

are transported in new packing material; こと。

4. if the parent flocks were vaccinated, vaccination was carried out in accordance 4.仮に親の家きん群に対しワクチン接種が実施された場合においては、ワクチ

with Articles 10.4.27. to 10.4.33.; in that case, the nature of the vaccine used and the ン接種が第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に基づいて実施されていること。その場

date of vaccination should be attached to the certificate. 合、使用したワクチンの種類、接種日を証明書に添付すべきである。

Article 10.4.12. 第 10.4.12..条

Recommendations for the importation of hatching eggs from birds other than 家きん以外の鳥の種卵を輸入する場合の要求事項

poultry

Regardless of the NAI status of the country, zone or compartment origin, Veterinary 原産国、ゾーン又はコンパートメントの NAI ステータスに関わらず、家畜衛生

Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate 当局は次に掲げる事項が記された国際動物衛生証明書の提出を要求すべきであ

attesting that: る。
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1. the parent flock birds were subjected to a diagnostic test 7 days prior to and at the 1.NAI ウイルスに感染していないことを証明するため、親鳥郡が卵の回収時及

time of the collection of the eggs to demonstrate freedom from infection with NAIV; びその７日前に診断テストを受けていること。

2. the eggs have had their surfaces sanitized (in accordance with Chapter 6.3.) and 2.卵の表面が（第 6.3.章に基づいて）衛生的にされ、新しい又は適切に消毒され

are transported in new or appropriately sanitized packing material; た梱包材で輸送されること。

3. the parent flocks have not been vaccinated against NAI; if parent flocks were 3.親鳥郡が NAI のワクチンを接種していない場合；もし親鳥郡が NAI のワクチ

vaccinated against NAI, the nature of the vaccine used and the date of vaccination ンを接種している場合、使用したワクチンの種類と接種日もまた証明書に添付

should also be attached to the certificate. すべきである。

Article 10.4.13. 第 10.4.13.章

Recommendations for importation from a NAI free country, zone or NAI 清浄の国、ゾーン又はコンパートメントからを輸入する場合の要求事項

compartment

for eggs for human consumption 食用卵

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、次に掲げる事項が記された国際動物衛生証明書の提出を要求

certificate attesting that: すべきである。

1. the eggs were produced and packed in a NAI free country, zone or compartment; 1.ＮＡＩ清浄の国、ゾーン又はコンパートメントで製造され梱包されたもので

あること

2. the eggs are transported in new or appropriately sanitized packaging material. 2.新しい又は適切に消毒された梱包材で輸送されること

Article 10.4.14. 第 10.4.14.条

Recommendations for importation from a HPNAI free country, zone or HPNAI 清浄の国、ゾーン又はコンパートメントから輸入する場合の要求事項

compartment

for eggs for human consumption 食用卵

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、次に掲げる事項が記載された国際動物衛生証明書の提出を要
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certificate attesting that: 求しなければならない。当該卵は、

1. the eggs were produced and packed in a HPNAI free country, zone or 1.HPNAI 清浄の国、ゾーン又はコンパートメント由来であること。

compartment;

2. the eggs have had their surfaces sanitized (in accordance with Chapter 6.3.) and 2.卵の表面が（第 6.3.章に基づいて）衛生的にされ、新しい梱包材で輸送される

are transported in new or appropriately sanitized packing material. こと。

Article 10.4.15. 第 10.4.15.条

Recommendations for importation from a NAI free country, zone or ＮＡＩ清浄の国、ゾーン又はコンパートメントから輸入する場合の要求事項

compartment

for egg products 卵製品

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、ＮＡＩ清浄の国、ゾーン又はコンパートメントに由来し、か

certificate attesting that the egg products come from, and were processed in, a NAI つ、NAI 清浄の国、ゾーン又はコンパートメントで製造されたものであること

free country, zone or compartment. を証明する国際動物衛生証明書の提出を要求すべきである。

Article 10.4.16. 第 10.4.16.条

Recommendations for importation from a country, zone or compartment not NAI 清浄とは考えられていない国、ゾーン又はコンパートメントから輸入する

considered free from NAI 場合の要求事項

for egg products 卵製品

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、次に掲げる事項が証明された国際動物衛生証明書の提出を要

certificate attesting that: 求すべきである：

1. the egg products are derived from eggs which meet the requirements of Articles 1.卵製品は、第 10.4.11 章又は第 10.4.14 章の要件に適合した食用卵に由来して

10.4.11. or 10.4.14.; or いること;又は、

2. the egg products were processed to ensure the destruction of NAI virus in 2.卵製品は、第 10.4.25.章に基づく NAI のウイルスが確実に殺滅される方法で

accordance with Article 10.4.25.; 処理されていること。
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3. the necessary precautions were taken after processing to avoid contact of the 3.加工後に物品と NAI ウィルスの感染源との接触を回避するための必要な予防

commodity with any source of NAI virus; 措置が講じられていること。

4. the eggs are transported in new or appropriately sanitized packaging material. 4.卵製品は新しい又は適切に消毒された梱包材で輸送されること

Article 10.4.17. 第 10.4.17.条

Recommendations for importation from a NAI free country, zone or ＮＡＩ清浄の国、ゾーン又はコンパートメントから輸入する場合の要求事項

compartment

for poultry semen 家きんの精液

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、以下を証明する国際動物衛生証明書の提出を要求すべきであ

certificate attesting that the donor poultry: る。当該精液のドナー鳥は、

1. showed no clinical sign of NAI on the day of semen collection; 1.精液採取日にＮＡＩの臨床症状を示していないこと。

2. were kept in a NAI free country, zone or compartment for at least the 21 days 2.精液の少なくとも採取前２１日間及び精液採取当日、ＮＡＩ清浄の国、ゾー

prior to and at the time of semen collection. ン又はコンパートメントで飼養されていたこと。

Article 10.4.18. 第 10.4.18 条

Recommendations for the importation from a HPNAI free country, zone or HPNAI 清浄の国、ゾーン又はコンパートメントからを輸入する場合の要求事項

compartment

for poultry semen 家きんの精液

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、以下を証明する国際動物衛生証明書の提出を要求すべきであ

certificate attesting that the donor poultry: る。当該精液のドナー鳥は、

1. showed no clinical sign of HPNAI on the day of semen collection; 1.精液採取当日、HPNAI の臨床症状を示さなかったこと。

2. were kept in a HPNAI free country, zone or compartment for at least the 21 days 2.精液採取前２１日間及び精液採取当日、HPNAI 清浄国、ゾーン又はコンパー
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prior to and at the time of semen collection. トメントで飼養されていたこと。

Article 10.4.19. 第 10.4.19.条

Recommendations for the importation of semen of birds other than poultry 家きん以外の鳥の精液を輸入する場合の要求事項

Regardless of the NAI status of the country, zone or compartment of origin, 原産の国、ゾーン又はコンパートメントのＮＡＩステータスにかかわらず、家

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 畜衛生当局は、以下を証明する国際動物衛生証明書の提出を要求すべきである。

certificate attesting that the donor birds: 当該精液のドナー鳥は、

1. were kept in isolation approved by the Veterinary Services for at least the 21 days 1.精液の少なくとも採取前２１日間、獣医当局が認める隔離施設で隔離されて

prior to semen collection; いたこと。

2. showed no clinical sign of infection with a virus which would be considered NAI 2.隔離期間中、家きんにおけるＮＡＩと考えられるウイルスによる感染の臨床

in poultry during the isolation period; 症状を示していないこと。

3. were tested within 14 days prior to semen collection and shown to be free of NAI 3.精液採取前１４日間にＮＡＩ診断検査を受け、ＮＡＩ感染がみられないこと

infection. が証明されていること。

Article 10.4.20. 第 10.4.20.条

Recommendations for importation from a NAI free country, zone or ＮＡＩ清浄の国、ゾーン又はコンパートメントから輸入する場合の要求事項

compartment

for fresh meat of poultry 家きんの生鮮肉

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、以下を証明する国際動物衛生証明書の提出を要求すべきであ

certificate attesting that the entire consignment of fresh meat comes from poultry: る。輸出用の生鮮肉の原料となる鳥は、

1. which have been kept in a NAI free country, zone or compartment since they 1.孵化以降又は過去少なくとも２１日間、ＮＡＩ清浄の国、地域ゾーン又はコ

were hatched or for at least the past 21 days; ンパートメントで飼養されていたこと。

2. which have been slaughtered in an approved abattoir in a NAI free country, zone 2.ＮＡＩ清浄国、ゾーン、又はコンパートメントの認定食鳥処理場でと殺され、
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or compartment and have been subjected to ante-mortem and post-mortem 第 6.2.章に基づくＮＡＩに係ると殺前後の検査が行われ、NAI を疑ういかなる

inspections in accordance with Chapter 6.2. and have been found free of any signs 兆候も見られないこと。

suggestive of NAI.

Article 10.4.21. 第 10.4.21.条

Recommendations for importation from a HPNAI free country, zone or HPNAI 清浄の国、ゾーン又はコンパートメントから輸入する場合の要求事項

compartment

for fresh meat of poultry 家きんの生鮮肉

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 家畜衛生当局は、以下を証明する国際動物衛生証明書の提出を要求すべきであ

certificate attesting that the entire consignment of fresh meat comes from poultry: る。輸出用の生鮮肉の原料となる鳥は、

1. which have been kept in a HPNAI free country, zone or compartment since they 1.孵化以降又は少なくとも過去２１日間、ＨＰＮＡＩ清浄国、ゾーン又はコン

were hatched or for at least the past 21 days; パートメントで飼養されていたこと。及び

2. which have been slaughtered in an approved abattoir in a HPNAI free country, 2.HPNAI 清浄国、ゾーン、コンパートメントの認定食鳥処理場でと殺され、第 6.2.
zone or compartment and have been subjected to ante-mortem and post-mortem 章に基づくＮＡＩに対すると殺前後の検査が行わ、NAI を疑ういかなる兆候も

inspections in accordance with Chapter 6.2. and have been found free of any signs 見られないこと。

suggestive of NAI.

Article 10.4.22. 第 10.4.22.条

Recommendations for the importation of meat products of poultry 家きんの肉製品を輸入する場合の要求事項

Regardless of the NAI status of the country, zone or compartment of origin, 原産の国、ゾーン又はコンパートメントの NAI ステータスに関わらず、家畜衛

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 生当局は、以下を証明する国際動物衛生証明書の提出を要求すべきである。

certificate attesting that:

1. the commodity is derived from fresh meat which meet the requirements of 1.当該物品は、第 10.4.20.条又は第 10.4.21.条の要件に適合した生肉に由来する

Articles 10.4.20. or 10.4.21.;or こと、又は、
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2. the commodity has been processed to ensure the destruction of avian influenza 2.当該物品は、第 10.4.26.章に基づく鳥インフルエンザのウイルスが確実に死滅

virus in accordance with Article 10.4.26.; する方法で 処理されていること。

3. the necessary precautions were taken to avoid contact of the commodity with any 3.NAI ウイルスの感染源となるような物品との接触を避けるのに必要な予防措

source of NAI virus. 置がとられたこと。

Article 10.4.23. 第 10.4.23.条

Recommendations for the importation of products of poultry origin intended for 動物の飼料、農業又は産業用に供される家きん由来製品を輸入する場合の要求

use in animal feeding, or for agricultural or industrial use 事項

Regardless of the NAI status of the country, zone or compartment of origin, 原産の国、ゾーン又はコンパートメントの NAI ステータスにかかわらず、家畜

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 衛生当局は、以下を証明する国際動物衛生証明書の提出を要求すべきである。

certificate attesting that:
1. these commodities come from poultry which have been kept in a NAI free 1.これら物品は、孵化以降又は少なくとも過去２１日間、ＮＡＩ清浄の国、地

country, zone or compartment since they were hatched or for at least the past 21 域又はコンパートメントで飼養された家きんに由来するものであること；又は

days; or

2. these commodities have been processed to ensure the destruction of avian 2.これらの物品は、鳥インフルエンザのウイルスが確実に死滅する方法（検討

influenza virus (under study); 中）で処理されていること。

3. the necessary precautions were taken to avoid contact of the commodity with any 3.NAI ウイルスの感染源となるような物品との接触を避けるのに必要な予防措

source of NAI virus. 置がとられたこと。

Article 10.4.24. 第 10.4.24.条

Recommendations for the importation of feathers and down of poultry 家きんの羽毛及びダウンを輸入する場合の要求事項

Regardless of the NAI status of the country, zone or compartment origin, Veterinary 原産の国、ゾーン又はコンパートメントの NAI ステータスにかかわらず、家畜

Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate 衛生当局は、以下の事項が証明されている国際動物衛生証明書の提出を要求す

attesting that: べきである。

1. these commodities come from poultry which have been kept and processed in a 1.これらの物品は、孵化日以降又は少なくとも過去 21 日間、NAI 清浄の国等で
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NAI free country, zone or compartment since they were hatched or for at least the 飼養されていた家きん由来であること。又は

past 21 days; or

2. these commodities have been processed to ensure the destruction of avian 2.これらの物品は、鳥インフルエンザのウイルスが確実に死滅する方法(研究中)

influenza virus (under study); で処理されていること

3. the necessary precautions were taken to avoid contact of the commodity with any 3.NAI ウイルスの感染源となるような物品との接触を避けるのに必要な予防措

source of avian influenza virus. 置がとられたこと。

Article 10.4.24.bis, 第 10.4.24.条の２

Recommendations for the importation of feather meal 羽毛粉を輸入する場合の要求事項

Regardless of the NAI status of the country , zone or compartment of origin , 原産の国、ゾーン又はコンパートメント NAI ステータスにかかわらず、家畜衛

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary 生当局は、以下の事項が証明されている国際動物衛生証明書の提出を要求すべ

certificate attesting that: きである。

1. these commodities were processed in a NAI free country, zone or compartment 1.これらの物品は、出生からと殺まで又はと殺前少なくとも２１日間、NAI 清

from poultry which were kept in a NAI free country , zone or compartment from the 浄国、ゾーン又はコンパートメントで飼養されていた家きん由来であり、NAI
time they were hatched until the time of slaughter or for at least the 21 days 清浄国、ゾーン又はコンパートメントで処理されたこと。又は、

preceding slughter, or

2. these commodities have been processed either; 2.これらの物品は以下のいずれか方法で処理されたこと。

a at a minimum temperature of 118 ℃ for minimum of 40 minutes; or a 少なくとも４０分間 118 ℃以上の温度で保たれたこと。又は

b) with a continuous hydrolysing process under at least 3.79 bar of pressure with b)少なくとも１５分間 122 ℃以上の温度で、少なくとも 3.79 バールの蒸気圧で

stream at a minimum temperature of 122 ℃ for a minimum of 15 minutes; 継続的な加水分解処理をしたこと。

3. the necessary precautions were taken to avoid contact of the commodity with any 3.NAI ウイルスの感染源となるような物品との接触を避けるのに必要な予防措

source of avian influenza virus. 置がとられたこと。
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Article 10.4.25. 第 10.4.25.条

Procedures for the inactivation of the AI virus in eggs and egg products 卵及び卵製品におけるＡＩウイルス不活化の手順

The listed temperatures are indicative of a range that achieves a 7-log kill. Where 掲載した温度は 7-log のウイルスを殺滅する程度の指標である。科学的文献に

scientifically documented, variances from these times and temperatures may also be おいては、ウイルスを不活化する際、これらの時間と温度との相違もまた適用

suitable when they achieve the inactivation of the virus. することができる。

Article 10.4.26. 第 10.4.26.条

Procedures for the inactivation of the AI virus in meat 肉における AI ウイルスの不活化手順

A procedure which produces a core temperature of 70oC for 3.5 seconds is suitable 中心温度が 70 ℃の状態が 3.5 秒間となるような生産方法が、肉に存在する

for the inactivation of HPNAI virus present in meat. HPNAI ウイルスの不活化に適している。

Temperature(℃) Time

Whole egg 60 188seconds

Whole egg blends 60 188seconds

Whole egg blends 61.1 94seconds

Liquid egg white 55.6 870seconds

Liquid egg white 56.7 232seconds

10% salted yolk 62.2 138seconds

Dried egg white 67 0.83days 20 hours

Dried egg white 54.4 21.38days 513 hours

温度(℃) 時間

全卵 60 188秒

加工液卵 60 188秒

加工液卵 61.1 94秒

液卵（卵白） 55.6 870秒

液卵（卵白） 56.7 232秒

10% 塩漬け卵黄 62.2 138秒

乾燥卵白 67 0.83日 20 hours

乾燥卵白 54.4 21.38日 513 hours



- 18 -

Article 10.4.27. 第 10.4.27.章

Surveillance: introduction サーベイランス：序文

Articles 10.4.27. to 10.4.33. define the principles and provide a guide on the 第 10.4.27.条から第 10.4.33.条は、NAI ステータス証明を求めているメンバーに

surveillance of NAI complementary to Chapter 1.4., applicable to Members seeking 対し適用可能な、原理原則を定義付けるとともに、第 1.4.章を補完する届出対

to determine their NAI status. This may be for the entire country, zone or 象の鳥インフルエンザ（NAI）のサーベイランスに係るガイドを提供する。こ

compartment. Guidance for Members seeking free status following an outbreak and れは、国全体、ゾーン又はコンパートメントのために用いることも可能である。

for the maintenance of NAI status is also provided. 発生に続く清浄ステータスを求めている国に対する、及び NAI ステータスの維

持に対するガイダンスもまた提供される。

The presence of avian influenza viruses in wild birds creates a particular problem. In 野生鳥類における鳥インフルエンザウイルスの存在は、特定の問題を生み出す。

essence, no Member can declare itself free from avian influenza (AI) in wild 本質的には、如何なる国も自ら、野生鳥類において鳥インフルエンザ清浄であ

birds. However, the definition of NAI in this Chapter refers to the infection in ると宣言することはできない。しかしながら、おける NAI の定義は家きんのみ

poultry only, and Articles 10.4.27. to 10.4.33. were developed under this definition. での感染に言及しており、第 10.4.27.条から第 10.4.33.条はこの定義の下で作成

された。

The impact and epidemiology of NAI differ widely in different regions of the world NAI の影響及び疫学は、世界の異なる地域において幅広く異なっており、それ

and therefore it is impossible to provide specific recommendations for all situations. 故に、全ての状況に対応し得る特異的なガイドラインを提供することは不可能

It is axiomatic that the surveillance strategies employed for demonstrating freedom である。許容範囲の信頼レベルでの NAI が清浄であることを証明するために用

from NAI at an acceptable level of confidence will need to be adapted to the local いられるサーベイランス方針は、地域の状況に適合される必要があることは明

situation. Variables such as the frequency of contacts of poultry with wild birds, らかである。野生鳥類と家きんの接触頻度、異なるバイオセキュリティレベル、

different biosecurity levels and production systems and the commingling of different 異なる生産システム、家畜化された水鳥を含む異なる感受性種の混合といった

susceptible species including domestic waterfowl require specific surveillance 可変要素により、それぞれの特異的状況を対象とした特異的サーベイランス方

Tempertuer(℃) Time

Poultry meat 60.0 507seconds

65.0 42seconds

70.0 3.5seconds

73.9 0.51seconds

温度(℃) 時間

家きん肉 60.0 507秒

65.0 42秒

70.0 3.5秒

73.9 0.51秒
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strategies to address each specific situation. It is incumbent upon the Member to 針が要求される。関連する地域における NAI の疫学、そして、また、どのよう

provide scientific data that explains the epidemiology of NAI in the region に全てのリスク要素が管理されているかを説明する科学的データを提供するこ

concerned and also demonstrates how all the risk factors are managed. There is とが国の義務としてかかってくる。それ故、NAI ウイルス（NAIV）の不在を、

therefore considerable latitude available to Members to provide a well-reasoned 容認可能なレベルの信頼性で保証されることを証明する論理的な議論を行うた

argument to prove that absence of NAI virus (NAIV) infection is assured at an めのかなりの自由裁量が加盟国には認められている。

acceptable level of confidence.

Surveillance for NAI should be in the form of a continuing programme designed to NAI に対するサーベイランスは、申告がなされた国、ゾーン又はコンパートメ

establish that the country, zone or compartment, for which application is made, is ントが NAI ウイルス感染清浄であることを証明するために設計された継続的プ

free from NAIV infection. ログラムの形式をとるべきである。

Article 10.4.28. 第 10.4.28.条

Surveillance: general conditions and methods サーベイランス：一般条件及び方法

1. A surveillance system in accordance with Chapter 1.4. should be under the 1.第 1.4.章に一致したサーベイランスシステムは、獣医当局の責任下に置かれる

responsibility of the Veterinary Authority. In particular: べきである。特に：

a) a formal and ongoing system for detecting and investigating outbreaks of disease a)疾病の発生を調査し摘発するための公式の、継続的システムが、配備されて

or NAI infection should be in place; いるべきである；

b) a procedure should be in place for the rapid collection and transport of samples b)陸生マニュアルに記載されているように NAI を診断する為に、NAI の疑似患

from suspect cases of NAI to a laboratory for NAI diagnosis as described in the 畜からサンプルを、迅速に回収し、研究所へ迅速に輸送する手順が配備されて

Terrestrial Manual; いるべきである；

c) a system for recording, managing and analysing diagnostic and surveillance data c)診断及びサーベイランスのデータの記録、管理及び分析のためのシステムが、

should be in place. 配備されているべきである。

1. The NAI surveillance programme should: 2.NAI サーベイランスプログラムは：

a) include an early warning system throughout the production, marketing and a) 生産、マーケティング及び加工チェーンを通じた疑似患畜の報告のための早

processing chain for reporting suspicious cases. Farmers and workers, who have 期警戒システムを含むべきである。家きんと日々接している農業従事者、労働

day-to-day contact with poultry, as well as diagnosticians, should report promptly 者や診断医は、すべての NAI の疑似患畜を迅速に獣医当局に報告すべきである。

any suspicion of NAI to the Veterinary Authority.
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They should be supported directly or indirectly (e.g. through private veterinarians or 彼らは、獣医当局及び政府の情報プログラムによって、直接的もしくは間接的

veterinary para-professionals) by government information programmes and the に(例えば民間の獣医師もしくは獣医師の準専門家を通して)サポートされるべ

Veterinary Authority. All suspected cases of NAI should be investigated きである。NAI のすべての疑似患畜は、直ちに調査されるべきである。疑いが、

immediately. As suspicion cannot be resolved by epidemiological and clinical 疫学的及び臨床学的調査のみによって解明されないため、サンプルを採取し、

investigation alone, samples should be taken and submitted to a laboratory for 研究所に提出するべきである。そのためには、サーベイランスの責任者が、サ

appropriate tests. This requires that sampling kits and other equipment are available ンプリングキット及び他の道具を入手可能であることが必要である。サーベイ

for those responsible for surveillance. Personnel responsible for surveillance should ランスに係る責任者は、NAI の診断及び管理における専門的知識を有するチー

be able to call for assistance from a team with expertise in NAI diagnosis and ムからの援助を求めることができるべきである。潜在的な公衆衛生学的影響が

control. In cases where potential public health implications are suspected, notification 疑われる場合、適切な公衆衛生当局への通報が必須である；

to the appropriate public health authorities is essential;

b) implement, when relevant, regular and frequent clinical inspection, serological b）適切ならば、NAI 感染国等で、原産地が異なる鳥類及び家きんが混在する

and virological testing of high-risk groups of animals, such as those adjacent to a 場所（例えば生鳥市場といった、家きんが水鳥又は他の NAVI ウイルスの感染

NAI infected country, zone or compartment, places where birds and poultry of 源に密接する所）の付近のハイリスク群に対する定期的で頻繁な臨床検査、血

different origins are mixed, such as live bird markets, poultry in close proximity to 清学的及びウイルス学的検査の実施。

waterfowl or other sources of NAIV.

An effective surveillance system will periodically identify suspicious cases that 効果的なサーベイランスシステムは、疾病の原因が NAIV であることを確定、

require follow-up and investigation to confirm or exclude that the cause of the 又は排除するためにフォローアップ及び調査を必要とする疑わしい事例を定期

condition is NAIV. The rate at which such suspicious cases are likely to occur will 的に特定することになる。そのような疑似患畜が発生する可能性は、疫学的状

differ between epidemiological situations and cannot therefore be predicted reliably. 況によって異なるため、信頼し得る予測は困難である。NAIV 感染フリーの申

Applications for freedom from NAIV infection should, in consequence, provide 請は、結果として、疑似患畜の発生及びどのようにそれらが調査され取り扱わ

details of the occurrence of suspicious cases and how they were investigated and れたかに関する詳細を提供すべきである。そこには、検査機関による検査結果、

dealt with. This should include the results of laboratory testing and the control 及び、関与した動物が調査中に対象となった管理措置（隔離検疫、移動停止命

measures to which the animals concerned were subjected during the investigation 令等）を含まれるべきである。

(quarantine, movement stand-still orders, etc.).

Article 10.4.29. 第 10.4.29.条

Surveillance strategies サーベイランス方針

1. Introduction 1.序文

The target population for surveillance aimed at identification of disease and infection 疾病及び感染の存在の確認を目的として実施されるサーベイランスの標的群は、

should cover all the susceptible poultry species within the country, zone or 国、ゾーン又はコンパートメント（以下本仮訳において「国等」という）内の

compartment. Active and passive surveillance for NAI should be ongoing. The 全ての感受性家きん種を網羅すべきである。NAI に対するアクティブサーベイ
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frequency of active surveillance should be at least every 6 months. Surveillance ランス及びパッシブサーベイランスは、継続されるべきである。アクティブサ

should be composed of random and targeted approaches using virological, ーベイランスの頻度は、少なくとも 6 ヶ月毎であるべきである。サーベイラン

serological and clinical methods. スは、ウイルス学的、血清学的及び臨床学的方法を用い、ランダムなアプロー

チと、的を絞ったアプローチから構成されるべきである。

The strategy employed may be based on randomised sampling requiring surveillance 採用される方針は、許容可能なレベルの信頼性で NAIV 感染の不在を証明する

consistent with demonstrating the absence of NAIV infection at an acceptable level ことと整合性のとれたサーベイランスを必要とする無作為なサンプリングに基

of confidence. The frequency of sampling should be dependent on the づく場合もある。サンプリングの頻度は、疫学的状況によって変化するべきで

epidemiological situation. Random surveillance is conducted using serological tests ある。ランダムなサーベイランスは陸生マニュアルに記載される血清学的試験

described in the Terrestrial Manual. Positive serological results should be followed を用いて実施される。血清学的陽性結果は、ウイルス学的方法により追跡調査

up with virological methods. されるべきである。

Targeted surveillance (e.g. based on the increased likelihood of infection in 標的サーベイランス（例えば、特定の場所又は種におけるより高い感染の可能

particular localities or species) may be an appropriate strategy. Virological and 性に基づく）は、適切な方針になり得る。ウイルス学的及び血清学的方法は、

serological methods should be used concurrently to define the NAI status of high ハイリスク群の NAI ステータスを明らかにするために同時に用いられるべきで

risk populations. ある。

A Member should justify the surveillance strategy chosen as adequate to detect the 国は、選択したサーベイランス方針が、付属書 3.8.1.に基づき、あらゆる鳥で発

presence of NAIV infection in accordance with Chapter 1.4. and the prevailing 見された HPNAI を含む NAIV 感染の存在及び流行する疫学的状況の検出にと

epidemiological situation, including cases of HPNAI detected in any birds. It may, って適当であるということの十分な根拠を示すべきである。例えば、明確な臨

for example, be appropriate to target clinical surveillance at particular species likely 床症状を呈しているような特定の種に対しては臨床的なサーベイランスを目標

to exhibit clear clinical signs (e.g. chickens). Similarly, virological and serological とすることが適当かもしれない。（例：鶏）同様に、ウイルス学的及び血清学的

testing could be targeted to species that may not show clinical signs (e.g. ducks). 検査は、臨床症状を呈さないかもしれない種を標的にすることができる。（例：

アヒル）

If a Member wishes to declare freedom from NAIV infection in a specific zone or 仮に、メンバーが、特定のゾーン又はコンパートメントにおいて NAIV 感染の

compartment, the design of the survey and the basis for the sampling process would 清浄を表明したいのであれば、サーベイの設計とサンプリング工程の基礎は、

need to be aimed at the population within the zone or compartment. 当該ゾーン又はコンパートメント内における群に照準を合わせる必要がある。

For random surveys, the design of the sampling strategy will need to incorporate ランダムサーベイにとって、サンプリング方針の計画には、疫学的に適切な有

epidemiologically appropriate design prevalence. The sample size selected for testing 病率の設計を取り入れる必要があるであろう。検査のために収集されるサンプ

will need to be large enough to detect infection if it were to occur at a ルのサイズは、事前に判明した 小量が存在しても、感染を摘発する上で十分

predetermined minimum rate. The sample size and expected disease prevalence である必要があるであろう。サンプルサイズ及び予想有病率は、サーベイの結

determine the level of confidence in the results of the survey. The Member must 果の信頼性の程度を決定する。申請国は、付属書 3.8.1.に従って、サーベイラン

justify the choice of design prevalence and confidence level based on the objectives スの目的及び疫学的状況に基づいた有病率及び信頼性のレベルの設計における
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of surveillance and the epidemiological situation, in accordance with Chapter 1.4. 選択を正当化しなければならない。有病率の設計における選択は、とりわけ明

Selection of the design prevalence in particular clearly needs to be based on the 確に一般的又は歴史的な疫学状況に基づいていることが求められる。

prevailing or historical epidemiological situation.

Irrespective of the survey approach selected, the sensitivity and specificity of the 選択されたサーベイのアプローチにかかわらず、用いられる診断検査の感受性

diagnostic tests employed are key factors in the design, sample size determination 及び特異性は、デザイン、サンプルサイズ決定、得られた結果の解釈における

and interpretation of the results obtained. Ideally, the sensitivity and specificity of キーファクターである。理想的には、検査の感受性と特異度は、ワクチン接種

the tests used should be validated for the vaccination/infection history and the ／感染の経歴及び対象群中の異なる動物種ごとに正当かどうか確認されるべき

different species in the target population. である。

Irrespective of the testing system employed, surveillance system design should 使用されている検査システムにかかわらず、サーベイランスシステムの設計は、

anticipate the occurrence of false positive reactions. If the characteristics of the 偽陽性反応の発生を見込んでいるべきである。仮に試験システムの特色が知ら

testing system are known, the rate at which these false positives are likely to occur れていれば、これらの偽陽性が起こりそうな率は、事前に算出が可能である。

can be calculated in advance. There needs to be an effective procedure for following 高い信頼性で、陽性事例が感染を示すかどうか、 終的に決定するためのフォ

up positives to ultimately determine with a high level of confidence, whether they ローアップのため、効果的な手続が置かれる必要がある。これには、補足的な

are indicative of infection or not. This should involve both supplementary tests and 試験と、疫学的に関連性があるであろう家きん群と同様に、 初のサンプリン

follow-up investigation to collect diagnostic material from the original sampling unit グ単位からの診断材料を採取するフォローアップの調査の両方が含まれていな

as well as flocks which may be epidemiologically linked to it. ければならない。

The principles involved in surveillance for disease/infection are technically well 疾病／感染のためのサーベイランスに関連する原理は、技術的に十分に定義づ

defined. The design of surveillance programmes to prove the absence of NAIV けられている。NAI ウイルスの感染／循環の不在を証明するためのサーベイラ

infection/circulation needs to be carefully followed to avoid producing results that ンスプログラムの設計は、信頼されるに不十分である結果を引き起こすこと、

are either insufficiently reliable, or excessively costly and logistically complicated. もしくは過剰に費用がかかりったり、管理が複雑になることを回避するため、

The design of any surveillance programme, therefore, requires inputs from 注意深く続けられなければならない。どのようなサーベイランスの設計も、し

professionals competent and experienced in this field. たがって、本分野における適格かつ経験を有する専門家からの情報、アドバイ

スが求められる。

2. Clinical surveillance 2.臨床的サーベイランス

Clinical surveillance aims at the detection of clinical signs of NAI at the flock level. 臨床的なサーベイランスは、家きん群レベルでのＮＡＩの臨床症状の検出を目

Whereas significant emphasis is placed on the diagnostic value of mass serological 的としている。大量の血清学的スクリーニングの診断的価値に重点が置かれて

screening, surveillance based on clinical inspection should not be underrated. いる一方で、臨床検査を基本とするサーベイランスが過小評価されるべきでは

Monitoring of production parameters, such as increased mortality, reduced feed and ない。死亡率増加、飼料及び水の消費量の低下、呼吸器疾病の臨床症状又は産

water consumption, presence of clinical signs of a respiratory disease or a drop in 卵率の低下等の生産のパラメーターは、NAVI 感染の初期段階での摘発上重要

egg production, is important for the early detection of NAIV infection. In some である。いくつかの事例においては、LPNAI ウイルス感染の唯一の徴候は、飼

cases, the only indication of LPNAIV infection may be a drop in feed consumption 料消費又は卵生産の低下である可能性がある。
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or egg production.

Clinical surveillance and laboratory testing should always be applied in series to 臨床的なサーベイランス及び検査機関での検査は、これら補足的な診断上のア

clarify the status of NAI suspects detected by either of these complementary プローチのいずれかにより摘発された NAI の疑いのステータスの明確化に直結

diagnostic approaches. Laboratory testing may confirm clinical suspicion, while して、常時、適用されるべきである。研究所での試験は、臨床上の疑いを確証

clinical surveillance may contribute to confirmation of positive serology. Any するであろう一方で、臨床的なサーベイランスは血清学上の陽性の確定に寄与

sampling unit within which suspicious animals are detected should be classified as する可能性がある。疑似患畜は摘発された如何なるサンプリング単位内も、反

infected until evidence to the contrary is produced. 対の証拠が示されるまでは、感染を受けているものとして分類されるべきであ

る。

Identification of suspect flocks is vital to the identification of sources of NAIV and 感染の疑いがある家きん群の同定は、NAI ウイルスの感染源の同定、及び、ウ

to enable the molecular, antigenic and other biological characteristics of the virus to イルスの分子的、抗原性の、そして生物学的な特徴の決定を可能とするという

be determined. It is essential that NAIV isolates are sent regularly to the regional 点において重要である。遺伝子及び抗原性の分析のため、分離された NAI ウィ

Reference Laboratory for genetic and antigenic characterization. ルスを定期的に地域のリファレンスラボに送付することは不可欠である。

3. Virological surveillance 3.ウイルス学的サーベイランス

Virological surveillance using tests described in the Terrestrial Manual should be 陸生マニュアルに記載されているウイルス学的サーベイランスの試験方法を用

conducted: いて、以下を目的として実施されるべきである。

a) to monitor at risk populations; ａ）リスク群におけるモニター；

b) to confirm clinically suspect cases; ｂ）臨床学的疑似患畜の確認；

c) to follow up positive serological results; ｃ）陽性血清診断結果のフォローアップ；

d) to test ‘normal’ daily mortality, to ensure early detection of infection in the ｄ）ワクチン接種をした場所における、又は発生と疫学的に関連性のある施設

face of vaccination or in establishments epidemiologically linked to an outbreak. における感染の早期摘発の保障のための「通常」の日間死亡率の検査

4. Serological surveillance 4.血清学的サーベイランス

Serological surveillance aims at the detection of antibodies against NAIV. Positive 血清学的サーベイランスは、ＮＡＩＶに対する抗体の検出を目的とする。ＮＡ

NAIV antibody test results can have four possible causes: ＩＶ抗体検査結果の陽性には以下の４つの可能性が考えられる：

a) natural infection with NAIV; ａ）NAIV の自然感染；

b) vaccination against NAI; ｂ）NAI に対するワクチン接種；
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c) maternal antibodies derived from a vaccinated or infected parent flock are usually ｃ）ワクチン接種又は感染母鶏群に由来する移行抗体が通常、卵黄で確認され、

found in the yolk and can persist in progeny for up to 4 weeks; かつ、産子において 4 週間まで残存する可能性がある；

d) false positive results due to the lack of specificity of the test. ｄ）試験の特異性の欠如を原因とする偽陽性結果

It may be possible to use serum collected for other survey purposes for NAI NAI のサーベイランスを対象とする他の調査目的のために採取された血清を利

surveillance. However, the principles of survey design described in these 用することも可能である。しかしながら、これらのガイドラインに記載された

recommendations and the requirement for a statistically valid survey for the presence 調査設計の原理及び NAIV の存在のための統計学的に有効な調査のための要件

of NAIV should not be compromised. は、妥協されるべきではない。

The discovery of clusters of seropositive flocks may reflect any of a series of events, 陽性群の集団の発見は、サンプリングされた群の家きん数統計、ワクチンへの

including but not limited to the demographics of the population sampled, vaccinal 暴露、又は感染といった事に限らず一連の出来事を反映している場合がある。

exposure or infection. As clustering may signal infection, the investigation of all 集団発生は、感染の前兆である可能性があるので、全ての事例の調査を、調査

instances must be incorporated in the survey design. Clustering of positive flocks is の計画に組み込む必要がある。陽性鶏群の集団発生は、常に疫学的に有意であ

always epidemiologically significant and therefore should beinvestigated. り、従って、調査されるべきである。

If vaccination cannot be excluded as the cause of positive serological reactions, ワクチン接種が、血清学的反応における陽性の原因から除外することができな

diagnostic methods to differentiate antibodies due to infection or vaccination should い場合、それが感染によるものかワクチン接種によるものかを識別するための

be employed. 診断手法が用いられるべきである。

The results of random or targeted serological surveys are important in providing ランダムな、又は、的を絞った血清学的な調査の結果は、国等において NAIV
reliable evidence that no NAIV infection is present in a country, zone or 感染が存在しないことの信頼に値する証拠を提供する上で、重要である。従っ

compartment. It is therefore essential that the survey be thoroughly documented. て、サーベイが完全に記述されていることは、不可欠である。

5. Virological and serological surveillance in vaccinated populations 5.ワクチン接種群におけるウイルス学的及び血清学的サーベイランス

The surveillance strategy is dependent on the type of vaccine used. The protection サーベイランス方針は、用いられるワクチンのタイプに左右される。AI に対す

against AI is haemagglutinin subtype specific. Therefore, two broad vaccination る防御はヘマグルニチン亜型に特異的である。したがって、二つの幅広いワク

strategies exist: 1) inactivated whole AI viruses, and 2) haemagglutinin チン接種方針が存在する：1)不活化完全 AI ウイルス、2)ヘマグルニチン発現

expression-based vaccines. 形を基にしたワクチン。

In the case of vaccinated populations, the surveillance strategy should be based on ワクチン接種群においては、サーベイランス方針は、ウイルス学的及び／又は

virological and/or serological methods and clinical surveillance. It may be 血清学的手法並びに臨床学的サーベイランスに基づくべきである。この目的の

appropriate to use sentinel birds for this purpose. These birds should be ためにおとり鳥を用いることは、適切である場合がある。おとり鳥は、ワクチ

unvaccinated, AI virus antibody free birds and clearly and permanently identified. ン未接種で、AI ウイルスに対する抗体を持たず、明確かつ恒久的に識別される

Sentinel birds should be used only if no appropriate laboratory procedures are べきである。ワクチン接種下における血清学的結果の解釈については、第 3.8.9.7
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available. The interpretation of serological results in the presence of vaccination is 条に記載されている。

described in Article 10.4.33.

Article 10.4.30. 第 10.4.30.条

Documentation of NAI or HPNAI free status NAI 又は HPNAI 清浄ステータスの文書化

1. Members declaring freedom from NAI or HPNAI for the country, zone or 1.国、ゾーン又はコンパートメントにおける NAI 又は HPNAI 清浄性を表明す

compartment: additional surveillance procedures る国

In addition to the general conditions described in above mentioned articles, a 陸生コードに記載された一般条件に加えて、国等に対する NAI もしくは高病原

Member declaring freedom from NAI or HPNAI for the entire country, or a zone or 性でかつ届出義務のある鳥インフルエンザ（HPNAI)の清浄性を表明する加盟

a compartment should provide evidence for the existence of an effective surveillance 国は、有効なサーベイランスプログラムが存在するという証拠を提供しなけれ

programme. The strategy and design of the surveillance programme will depend on ばならない。サーベイランスプログラムの方針及び計画は、一般的な疫学環境

the prevailing epidemiological circumstances and should be planned and によって変化することになり、また、感受性のある家きん群（ワクチン接種及

implemented according to general conditions and methods described in this Chapter, びワクチン非接種）において、過去 12 ヶ月間における NAIV もしくは HPNAIV
to demonstrate absence of NAIV or HPNAIV infection, during the preceding 12 感染の不在を証明するため、この附則に記載された一般条件及び方法に基づい

months in susceptible poultry populations (vaccinated and non-vaccinated). This て計画、実施されるべきである。このためには、陸生マニュアルに記載されて

requires the support of a laboratory able to undertake identification of NAIV or いるウイルス検出及び抗体検査を通じて、NAIV 感染の識別を請け負うことの

HPNAIV infection through virus detection and antibody tests described in the できる研究所のサポートを必要とする。このサーベイランスは、生産のタイプ、

Terrestrial Manual. This surveillance may be targeted to poultry population at 想定し得る野鳥との直接間接的な接触、様々な年齢の家きん群、地域取引相手

specific risks linked to the types of production, possible direct or indirect contact （生鳥市場を含む）、汚染しているおそれのある表層水の使用、及び一種以上が

with wild birds, multi-age flocks, local trade patterns including live bird markets, use 存在する施設で、不十分なバイオセキュリティー措置が取られている所に関連

of possibly contaminated surface water, and the presence of more than one species した特異的リスクがある家きん群が標的にされている場合がある。

on the holding and poor biosecurity measures in place.

2. Additional requirements for countries, zones or compartments that practise 2.ワクチン接種を実施している国、ゾーン又はコンパートメントに対する追加

vaccination 要件

Vaccination to prevent the transmission of HPNAI virus may be part of a disease HPNAI ウイルスの伝播を防止するためのワクチン接種は、疾病管理プログラム

control programme. The level of flock immunity required to prevent transmission の一部になり得る。伝播防止のために要求される群の免疫のレベルは、感受性

will depend on the flock size, composition (e.g. species) and density of the のある家きん群のサイズ、構成（例：種）及び密度に左右される。したがって、

susceptible poultry population. It is therefore impossible to be prescriptive. The 規定するのは不可能である。ワクチンは、また、陸生マニュアルの NAI ワクチ

vaccine must also comply with the provisions stipulated for NAI vaccines in the ン規定にも準拠していなければならない。国等における NAI の疫学に基づき、

Terrestrial Manual. Based on the epidemiology of NAI in the country, zone or 特定の種又は他の家きんの小集団に対してのみワクチンを接種するという結論

compartment, it may be that a decision is reached to vaccinate only certain species に至る可能性がある。
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or other poultry subpopulations.

In all vaccinated flocks there is a need to perform virological and serological tests to 全てのワクチン接種鶏群において、ウイルスの循環の不在を保証するため、ウ

ensure the absence of virus circulation. The use of sentinel poultry may provide イルス学的及び血清学的検査を実施する必要性がある。おとり鳥の使用は、ウ

further confidence of the absence of virus circulation. The tests have to be repeated イルスの循環の不在のさらなる信頼性を提供するであろう。検査は、国等にお

at least every 6 months or at shorter intervals according to the risk in the country, けるリスクに応じて、少なくとも 6 か月毎又はより短い間隔で反復されなけれ

zone or compartment. ばならない。

Evidence to show the effectiveness of the vaccination programme should also be ワクチン接種プログラムの効果性を証明する根拠が、また、提供されるべきで

provided. ある。

Article 10.4.31. 第 10.4.31.条

Countries, zones or compartments declaring that they have regained freedom 発生後の NAI 又は HPNAI の再清浄化を宣言する国、ゾーン又はコンパートメ

from NAI or HPNAI following an outbreak: additional surveillance procedures ント:追加のサーベイランス手順

In addition to the general conditions described in the above-mentioned articles, a 上記の条に規定される一般条件に加えて、NAI 又は HPNAI ウイルス感染から

Member declaring that it has regained country, zone or compartment freedom from の再清浄化を宣言する国、ゾーン又はコンパートメントは、感染の不在を証明

NAI or HPNAI virus infection should show evidence of an active surveillance するための発生の疫学的環境に依存したアクティブサーベイランスプログラム

programme depending on the epidemiological circumstances of the outbreak to の証拠を示すべきである。これは、陸生マニュアルに規定されているウイルス

demonstrate the absence of the infection. This will require surveillance incorporating 検出及び抗体試験を盛り込んだサーベイランスを要求する。おとり鳥の使用に

virus detection and antibody tests described in the Terrestrial Manual. The use of より、サーベイランス結果の解釈が容易にする。

sentinel birds may facilitate the interpretation of surveillance results.

A Member declaring freedom of country, zone or compartment after an outbreak of NAI 又は HPNAI（ワクチン接種の有無にかかわらず）が発生した後、国、ゾー

NAI or HPNAI (with or without vaccination) should report the results of an active ン又はコンパートメントの清浄化宣言を行うメンバーは、アクティブサーベイ

surveillance programme in which the NAI or HPNAI susceptible poultry population ランスプログラム（その中で、NAI 又は HPNAI に感受性のある家きん群が定

undergoes regular clinical examination and active surveillance planned and 期的な臨床検査及びこれらのガイドラインにおいて規定される一般条件と方法

implemented according to the general conditions and methods described in these に従って計画され、かつ、実施されるアクティブサーベイランスを経験するも

recommendations. The surveillance should at least give the confidence that can be の）の結果を報告すべきである。サーベイランスは、少なくともリスクにある

given by a randomized representative sample of the populations at risk. 個体群のランダムな代表的サンプルによって、与えられることができる信頼性

を与えるべきである。

Article 10.4.32. 第 10.4.32.条
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NAI free establishments within HPNAI free compartments: additional HPNAI 清浄のコンパートメント内の NAI 清浄施設:追加のサーベイランス手順

surveillance procedures

The declaration of NAI free establishments requires the demonstration of absence of NAI 清浄施設の表明には、NAI ウイルス感染の不在証明が必要となる。これら

NAIV infection. Birds in these establishments should be randomly tested using virus の施設の鳥は、これらのガイドラインの一般条件に基づき、ウイルス検出又は

detection or isolation tests, and serological methods, following the general conditions 分離試験及び血清学的方法を使用して無作為に試験されるべきである。試験の

of these recommendations. The frequency of testing should be based on the risk of 頻度は、感染のリスクに基づいているべきであり、 大で 21 日間の間隔をおい

infection and at a maximum interval of 21 days. て実施されるべきである。

Article 10.4.33. 第 10.4.33.条

The use and interpretation of serological and virus detection tests 血清学的試験及びウイルス分離試験の解釈と使用について

Poultry infected with NAI virus produce antibodies to haemagglutinin (HA), NAI ウイルスに感染した家きんは、HA、NA、NSP、NP/M 及びポリメラーゼ複

neuraminidase (NA), nonstructural proteins (NSPs), nucleoprotein/matrix (NP/M) 合蛋白に対する抗体を産生する。ポリメラーゼ複合蛋白に対する抗体の検出は、

and the polymerase complex proteins. Detection of antibodies against the polymerase この附則では扱っていない。NP/M 抗体の検査法には、直接 ELISA、blocking
complex proteins will not be covered in this Chapter. Tests for NP/M antibodies ELISA、および寒天ゲル内免疫拡散法（AGID)が含まれる。NA に対する抗体

include direct and blocking ELISA, and agar gel immunodiffusion (AGID) tests. の検査法には、ノイラミニダーゼ抑制試験（NI)、間接蛍光抗体法、および直

Tests for antibodies against NA include the neuraminidase inhibition (NI), indirect 接 ELISA 法が含まれる。HA のためには、赤血球凝集抑制（HI)試験および中

fluorescent antibody and direct and blocking ELISA tests. For the HA, antibodies are 和（SN）試験で抗体が検出される。HI 試験は、鳥類においては信頼性が高い

detected in haemagglutination inhibition (HI), ELISA and neutralization (SN) tests. が、哺乳類においては信頼性は高くない。SN 試験は、ヘマグルチニンに対す

The HI test is reliable in avian species but not in mammals. The SN test can be used る亜型特異的な抗体の検出に用いることが可能で、哺乳類及び数種の鳥類に対

to detect subtype specific antibodies to the haemagglutinin and is the preferred test して比較的よく用いられる検査法である。AGID 検査は、鶏及び七面鳥におけ

for mammals and some avian species. The AGID test is reliable for detection of る NP/M 抗体の検出に関しては信頼性が高いが、その他の鳥類における信頼性

NP/M antibodies in chickens and turkeys, but not in other avian species. As an は高くない。代替案として、bloking ELISA が、全ての鳥類において NP/M 抗体

alternative, blocking ELISA tests have been developed to detect NP/M antibodies in を検出できるように開発されてきている。

all avian species.

The HI and NI tests can be used to subtype AI viruses into 16 haemagglutinin and 9 HI 及び NI 試験は、AI ウイルスを 16 のヘマグルニチン及び 9 のノイラミニダ

neuraminidase subtypes. Such information is helpful for epidemiological ーゼの亜型に型別するために用いられる。このような情報は、疫学調査及び AI
investigations and in categorization of AI viruses. ウイルスのカテゴリー化に有用である。

Poultry can be vaccinated with a variety of AI vaccines including inactivated whole 家きんは、不活化 AI 完全ウイルスワクチンを含む様々な AI ワクチンを接種さ

AI virus vaccines, and haemagglutinin expression-based vaccines. Antibodies to the れる可能性がある。ヘマグルニチンに対する抗体は、亜型特異的な防御を賦与

haemagglutinin confer subtype specific protection. Various strategies can be used to する。ワクチン接種鳥と感染鳥を区別するためには、ワクチン未接種のおとり



- 28 -

differentiate vaccinated from infected birds including serosurveillance in 鳥のサーベイランスやワクチン接種鳥における特異的な血清学的検査を含む様

unvaccinated sentinel birds or specific serological tests in the vaccinated birds. 々な方針を使用することが可能である。

AI virus infection of unvaccinated birds including sentinels is detected by antibodies おとり鳥等ワクチン未接種鳥の AI ウイルス感染は、核蛋白質又は M 蛋白質

to the NP/M, subtype specific HA or NA proteins, or NSP. Poultry vaccinated with （NP/M）、亜型特異的 HA、NA 蛋白質もしくは非構造蛋白質（NSP）に対する

inactivated whole AI vaccines containing an influenza virus of the same H sub-type 抗体によって検出される。H 亜型が同一であるノイラミダーゼの亜型が異なる

but with a different neuraminidase may be tested for field exposure by applying 鳥インフルエンザウイルス（粒子）全体を用いた不活化ワクチンを接種された

serological tests directed to the detection of antibodies to the NA of the field virus. 家きんは、NA に対する抗体検出にねらいを定めた血清検査を応用することに

For example, birds vaccinated with H7N3 in the face of a H7N1 epidemic may be より野外ウィルスの野外での暴露検査を行うことが可能である。例えば、H7N1
differentiated from infected birds (DIVA) by detection of subtype specific NA の流行下にあって H7N3 のワクチン接種を受けた鳥は、野外ウィルスの N1 蛋

antibodies of the N1 protein of the field virus. Alternatively, in the absence of 白質に対する亜型に特異的な NA 抗体の検出によって感染鳥と区別することが

DIVA, inactivated vaccines may induce low titres of antibodies to NSP and the titre 可能である(DIVA)。あるいは、DIVA が適用できない場合、不活化ワクチンで

in infected birds would be markedly higher. Encouraging results have been obtained は NSP に対する低い抗体価しか誘導できないのに対し、感染した鳥は明らかに

experimentally with this system, but it has not yet been validated in the field. In 高い抗体価を持つ。実験的にはこのシステムを支持する結果が得られているが、

poultry vaccinated with haemagglutinin expression-based vaccines, antibodies are 現場における有効性はまだ実証されていない。ヘマグルニチンの表現形に基づ

detected to the specific HA, but not any of the other AI viral proteins. Infection is くワクチンを接種された家きんにおいては、他の AI ウイルスの蛋白ではなく、

evident by antibodies to the NP/M or NSP, or the specific NA protein of the field 特定の HA に対する抗体が検出される。NP/M、NSP もしくはウイルス野外株の

virus. Vaccines used should comply with the standards of the Terrestrial Manual. 特定の NA 蛋白に対する抗体によって感染は明らかとなる。使用されたワクチ

ンは、陸生マニュアルの基準を満たしているべきである。

All flocks with seropositive results should be investigated. Epidemiological and 血清学的に陽性となった全ての群が調査されるべきである。疫学的及び補足的

supplementary laboratory investigation results should document the status of NAI な検査機関での調査結果は、各陽性群に関する NAI 感染／循環ステータスを文

infection/circulation for each positive flock. 書で証明するものであるべきである。

A confirmatory test should have a higher specificity than the screening test and 確認検査は、スクリーニング検査よりも高い特異性、及びスクリーニング検査

sensitivity at least equivalentthan that of the screening test. と少なくとも同等の感受性を示すべきである。

Information should be provided on the performance characteristics and validation of 使用された検査の性能特性及び検証に関する情報は、提供されるべきである。

tests used.
1. The follow-up procedure in case of positive test results if vaccination is used 1.ワクチン接種陽性例のフォローアップ手順

In case of vaccinated populations, one has to exclude the likelihood that positive test ワクチン接種群の場合、陽性の検査結果が、ウイルス循環を示しているという

results are indicative of virus circulation. To this end, the following procedure should 可能性を排除しなければならない。そのために、NAI ワクチン接種家きんのサ

be followed in the investigation of positive serological test results derived from ーベイランスによって得られた血清学的陽性結果の調査においては、以下の手

surveillance conducted on NAI-vaccinated poultry. The investigation should examine 順に従うべきである。調査においては、初期のサーベイで用いられた血清学的

all evidence that might confirm or refute the hypothesis that the positive results to 検査の陽性結果はウイルス循環によるものではない、という仮説を裏付ける、
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the serological tests employed in the initial survey were not due to virus circulation. もしくは否定する全ての根拠を検討するべきである。全ての疫学的情報は立証

All the epidemiological information should be substantiated, and the results should され、結果は 終報告書において照合されるべきである。

be collated in the final report.

Knowledge of the type of vaccine used is crucial in developing a serological based 使用されたワクチンのタイプに関する知識は、ワクチン接種動物と感染動物を

strategy to differentiate infected from vaccinated animals. 区別するための血清学に基づいた方法を展開するにあたり、不可欠である。

a) Inactivated whole AI virus vaccines can use either homologous or heterologous a）不活化完全 AI ウイルスワクチンは、ワクチンと野外株間で相同もしくは非

neuraminidase subtypes between the vaccine and field strains. If poultry in the 相同のノイラミニダーゼ亜型を用いることができる。群内の家きんが NP/M 抗

population have antibodies to NP/M and were vaccinated with inactivated whole AI 体を持っており、不活化完全 AI ウイルスワクチンを接種されていた場合、以

virus vaccine, the following strategies should be applied: 下の方法を使用するべきである：

i) sentinel birds should remain NP/M antibody negative. If positive for NP/M ⅰ)おとり鳥は NP/M 抗体陰性のままであるべきである。NP/M 抗体が陽性で、AI
antibodies, indicating AI virus infection, specific HI tests should be performed to ウイルス感染が示唆される場合、H5、H7 どちらの AI ウイルス感染なのか判定

identify H5 or H7 AI virus infection; するために、特異的な HI 試験を行うべきである；

ii) if vaccinated with inactivated whole AI virus vaccine containing homologous NA ⅱ)野生株と相同な NA を含む不活化完全 AI ウイルスワクチンが接種されてい

to field virus, the presence of antibodies to NSP could be indicative of infection. る場合、NSP 抗体の存在は感染を示唆している可能性がある。ウイルス分離も

Sampling should be initiated to exclude the presence of NAIV by either virus しくはウイルス特異的遺伝物質もしくは蛋白の検出によって、NAIV の存在を

isolation or detection of virus specific genomic material or proteins; 排除するために、採材に着手するべきである；

iii) if vaccinated with inactivated whole AI virus vaccine containing heterologous ⅲ) 野生株と非相同な NA を含む不活化完全 AI ウイルスワクチンが接種されて

NA to field virus, presence of antibodies to the field virus NA or NSP would be いる場合、野生株の NA もしくは NSP 抗体の存在は感染を示唆している可能性

indicative of infection. Sampling should be initiated to exclude the presence of がある。ウイルス分離もしくはウイルス特異的遺伝物質もしくは蛋白の検出に

NAIV by either virus isolation or detection of virus specific genomic material or よって、NAIV の存在を排除するために、採材に着手するべきである；

proteins.

b) Haemagglutinin expression-based vaccines contain the HA protein or gene b）ヘマグルニチンの表現形に基づいたワクチンには、野生株の HA に相同な HA
homologous to the HA of the field virus. Sentinel birds as described above can be 蛋白もしくは遺伝子が含まれる。上述のおとり鳥は、AI 感染の検出のために用

used to detect AI infection. In vaccinated or sentinel birds, the presence of antibodies いることが可能である。ワクチン接種鳥もしくはおとり鳥においては、NP/M、

against NP/M, NSP or field virus NA is indicative of infection. Sampling should be NSP もしくは野生株の NA の存在は、感染を示唆している。ウイルス分離もし

initiated to exclude the presence of NAIV by either virus isolation or detection of くはウイルス特異的遺伝物質もしくは蛋白の検出によって、NAI の存在を排除

virus specific genomic material or proteins. するために、採材に着手するべきである。

2. The follow-up procedure in case of positive test results indicative of infection for 2.感染が示唆される陽性例が HPNAI もしくは LPNAI ウイルスどちらの感染な
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determination of infection due to HPNAI or LPNAI virus のかを決定するためのフォローアップ手順

The detection of antibodies indicative of a NAI virus infection as indicated in point 前出の a)ⅰ)で示されている NAI ウイルス感染を示す抗体の検出は、感染が

a)i) above will result in the initiation of epidemiological and virological HPNAI、LPNAI ウイルスのどちらによるものなのかを判定するための疫学的及

investigations to determine if the infections are due to HPNAI or LPNAI viruses. び生物学的調査に帰着することとなる。

Virological testing should be initiated in all antibody-positive and at risk populations. 生物学的検査は、全ての抗体陽性群及びリスク群から着手するべきである。サ

The samples should be evaluated for the presence of AI virus, by virus isolation and ンプルは、ウイルス分離と同定、及び／または A 型インフルエンザ特異的蛋白

identification, and/or detection of influenza A specific proteins or nucleic acids もしくは核酸の検出によって、AI ウイルスの有無を評価されるべきである（図．

(Figure 2). Virus isolation is the gold standard for detecting infection by AI virus 2）。ウイルス分離は AI ウイルスの感染の検出方法としてはゴールドスタンダ

and the method is described in the Terrestrial Manual. All AI virus isolates should ードであり、その手法は陸生マニュアルに記載されて いる。全ての AI ウイル

be tested to determine HA and NA subtypes, and in vivo tested in chickens and/or ス分離株は、HA 及び NA 亜型を決定するために検査されるべきであり、HPNAI、
sequencing of HA proteolytic cleavage site of H5 and H7 subtypes for determination LPNAI もしくは LAPI（届出義務なし）ウ イルスのいずれの分類であるのかを

of classification as HPNAI, LPNAI or LPAI (not notifiable) viruses. As an 決定するために、鶏での生体内試験、 及び／または、H5 及び H7 亜型の HA
alternative, nucleic acid detection tests have been developed and validated; these 蛋白分解開裂部位のシークエンスが行われるべきである。代替案としては、核

tests have the sensitivity of virus isolation, but with the advantage of providing 酸検出試験が開発され、有効性 が確認されている；これらの試験は、ウイルス

results within a few hours. Samples with detection of H5 and H7 HA subtypes by 分離と同等の感受性を持ち、数時間以内に結果が判明するという利点がある。

nucleic acid detection methods should either be submitted for virus isolation, 核酸検出手法によって H5 及び H7 型の HA が検出されたサンプルは、ウイルス

identification, and in vivo testing in chickens, or sequencing of nucleic acids for 分離、同定及び鶏で の生体内検査、もしくは HPNAI もしくは LPNAI ウイルス

determination of proteolytic cleavage site as HPNAI or LPNAI viruses. The antigen の蛋白分解開裂部位の決定のための核酸のシークエンスを目的に提出されるべ

detection systems, because of low sensitivity, are best suited for screening clinical きである。 抗原検出システムは、感受性が低いため、NP/M 蛋白の検索により、

field cases for infection by Type A influenza virus looking for NP/M proteins. NP/M 臨床 現場の症例における A 型インフルエンザウイルス感染のスクリーニング

positive samples should be submitted for virus isolation, identification and に適している。NP/M 陽性サンプルは、ウイルス分離、同定及び病原性判定の

pathogenicity determination. ために提出される。

Laboratory results should be examined in the context of the epidemiological 検査機関の出した結果は、疫学的状況に照らし合わせて検討されるべきである。

situation. Corollary information needed to complement the serological survey and 結果として生じる情報は、血清学的サーベイを補足し、ウイルス循環の可能性

assess the possibility of viral circulation includes but is not limited to: を評価するために必要であり、以下の内容を含むが、それらに限定されるもの

ではない：

a) characterization of the existing production systems; a）現行の生産システムの性質決定；

b) results of clinical surveillance of the suspects and their cohorts; b）疑似患畜及びそのコホートの臨床的サーベイランスの結果

c) quantification of vaccinations performed on the affected sites; c）汚染地区で実施されたワクチン接種の定量化；
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d) sanitary protocol and history of the affected establishments; d）汚染施設の衛生プロトコールと経歴；

e) control of animal identification and movements; e）動物の個体識別及び移動の管理；

f) other parameters of regional significance in historic NAIV transmission. f）これまでの NAIV 伝播における地理的な意味のその他の指標

The entire investigative process should be documented as standard operating within 調査過程の全てを、疫学的サーベイランスプログラム中の標準操作手順として

theepidemiological surveillance programme. 文書化するべきである。
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