
平成 30 年度第１回国際獣疫事務局（OIE）連絡協議会 

議事次第

日時：平成 30 年 6 月 29 日（金）13 時 30 分～ 
場所：農林水産省 第２特別会議室

（本館４階、本４６７）

１. 開会挨拶

２. OIEに関する一般的な説明

３. 第86回 OIE総会の結果報告

４. 2018年２月のOIEコード委員会の報告書において提示されたコード改正

案に係る意見交換 

(１) 動物衛生サーベイランス

(２) リスト疾病及び新興疾病の公式制御

(３) 疾病の予防及び管理についての勧告の序論

(４) アフリカ豚コレラ感染症

(５) 自己宣言及び OIE 公式認定の手続

(６) 狂犬病ウイルス感染症

５. その他

（１）鳥インフルエンザにかかるコードの改正の検討について 

（２）コード委員会の今後の活動計画 
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（参考資料）

参考１：「動物衛生サーベイランス」に関する改正章案

参考２：「リスト疾病及び新興疾病の公式制御」に関する新規章案

参考３：「疾病の予防及び管理についての勧告の序論」に関する新規序章案

参考４：「アフリカ豚コレラ」に関する改正章案 

参考５：「自己宣言及び OIE 公式認定の手続」に関する改正章案 
参考６：「狂犬病ウイルス感染症」に関する改正章案

参考７：改正案のポイント
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平成 30 年度第１回 OIE 連絡協議会 メンバー名簿 

１．通常のメンバー

（１）天笠 啓祐 特定非営利活動法人日本消費者連盟共同代表 

（２）磯部 尚 (公社) 畜産技術協会海外交流部長 

（３）酒井 健夫 (公社) 日本獣医師会副会長 

（４）佐々木 一司  全国食肉事業協同組合連合会監事 

（５）鈴木 悟郎   全国農業協同組合連合会畜産生産部家畜衛生研究所長 

（６）立花 智   北海道農政部食の安全推進局食の安全推進局長 

（７）田中 智夫   麻布大学獣医学部動物応用科学科教授 

（８）筒井 俊之   (研) 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門 

企画管理部長 

（９）中井 豊次   (公社) 日本動物医薬品協会理事 

（10）中島 一敏   大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科教授 

（11）蓮尾 隆子 家庭栄養研究会常任顧問 

２．臨時メンバー

（12）白田 一敏 株式会社 ピーピーキューシー 専務取締役

資料１ 
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国際獣疫事務局（OIE）連絡協議会開催要領

１．趣旨 

平成２２年４月２６日

消費・安全局 動物衛生課 

（１）国際獣疫事務局（OIE）は、動物衛生、人獣共通感染症、アニマルウェ

ルフェア及び畜産物の生産段階における安全確保に関する国際基準（OIE

コード）を作成している。また、WTO の「衛生植物検疫措置の適用に関

する協定（SPS 協定）」は、動物の生命及び健康を感染症から守るための

加盟国の措置が、OIE 

としている。

の作成する国際基準に基づいていなければならない

（２）加盟国の協議を経て、OIE 総会で採択される OIE コードは、国内の産業

界や消費者等の関係者に影響を及ぼすことから、OIE コードの作成又は改

正について我が国の対応方針を決める前に、行政を含めた関係者間で情報

や意見を交換することが重要である。また、国際基準に反映されやすい対

応方針とするためには、OIE 基準を理解しているメンバーが継続的に参加

して意見交換を行うことも重要である。 

（３）このため、産業界（獣医・畜産関係の生産者団体等）及び学界における

技術者又は学識経験者、アニマルウェルフェア関係者及び消費者並びに行

政機関の間で情報提供と継続的な意見交換を行う場として「国際獣疫

事務局（OIE）連絡協議会」（以下「OIE 

る。 

連絡協議会」とする。）を開催す 

２． 通常のメンバー 

動物衛生、アニマルウェルフェア又は畜産物安全（特に微生物学的安全） 

の分野を対象に作成される OIE コードについて、技術的な知見や関連意見を

積極的に述べることができる有識者を以下の通りメンバーとして選定する(任

期２年、再任可能)。 

●食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会委員等の学識経験者(３名)

●生産者関係団体及び畜産物の製造・流通関連団体からの推薦者(５名)

●消費者関係団体及びアニマルウェルフェア関係団体からの推薦者(３名)

●農林水産省その他議題に関連する省庁の担当者

資料３ 

9



- 2 -

３．議題に応じて参集するメンバー 

議題に応じて必要があれば専門的立場から積極的に発言ができる以下の有

識者を臨時メンバーとして選定する(最大 9 名)。

●議題に関連する事業団体等からの推薦者等

（特に希望者がいる場合には選定に当たり考慮する。）

４．開催方法 

● OIE 連絡協議会は、冬（12 月～ 1 月）及び夏(6 月～ 8 月)の年 2 回の開催

を基本に、必要に応じて追加開催することとし、OIE 陸生コード改正案に

ついての意見交換、OIE 

を行う。

の総会をはじめとした主な活動や運営状況の報告

● OIE 連絡協議会は、参集メンバー相互の意見交換を中心とし、公開とする。た

だし、公開することにより、公正かつ中立な協議会の運営に著しい支障を

及ぼすおそれがある場合、または特定の個人もしくは団体に不当な利益も

しくは不利益をもたらすおそれのある場合には、事務局の判断で非公開と

することができる。

● OIE 連絡協議会の資料及び議事概要については、公開とする。ただし、特

定の個人もしくは団体に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれのあ

る部分は、この限りでない。なお、議事概要については、発言者を特定し

ない形で公開する。

●傍聴者の募集は別途プレスリリースにより行う。傍聴者には発言権を認め

ない。

５．事務局 

農林水産省消費・安全局動物衛生課 
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国際獣疫事務局
(OIE; World Organisation for Animal Health)

及び

OIEの基準について

平成30年６月29日

消費・安全局
1

資料４

お話しすること

1. OIEとは

2. OIE基準（コードとマニュアル）の概要

3. OIEコードとWTO･SPS協定の関係

4. OIEコードの制定･改廃手続き

2
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１．OIEとは：沿革と目的

3

• 1924年設立（世界の動物衛生の向上を目的とした政府間

機関）

• 182カ国･地域が加盟（2018年5月現在）

• 主な目的

－ 動物疾病に関する情報の提供

－ 動物疾病防疫･根絶のための技術支援

－ 動物・畜産物貿易に関する国際基準の策定

－ 食品安全の確保、アニマルウェルフェアの向上

OIEの組織

4

最高意思決定機関

アフリカ、アメリカ、アジア極東
オセアニア、ヨーロッパ、中東

アジア太平洋地域事務所
（東京）

基準の改定作業

東南アジア準地域事務所
（タイ・バンコク）

仏パリ

※水色：コード策定に
主に関与

地域代表事務所(5)

準地域代表事務所(8)

ワーキンググループ（常設作業部会(1)）

アドホックグループ（特別専門家会合）

総会

地域委員会(5)

理事会

事務局長

事務局

専門委員会(4)

コード､水生動物､ラボラトリー､科学

レファレンスラボラトリー
疾病毎の専門家（267）

コラボレーティング
センター

課題毎の専門機関(5５)

(指定診断助言機関)
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２．OIE基準：① コードの概要

5

• 動物及び動物製品について、OIE加盟国が貿易

その他の衛生措置をとる際の参照事項

• 陸生動物コードと水生動物コードの２種類

（例）陸生動物コード（第１巻：一般規定）

6

陸生：全135章（2017）

第1部 疾病診断、サーベイランス及び通報

第2部 リスク分析

第3部 獣医サービスの質

第4部 全般的勧告：疾病の予防及び管理

第5部 貿易措置､輸出入手続及び獣医証明

第6部 獣医公衆衛生

第7部 アニマルウェルフェア
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（例）陸生動物コード（第2巻：個別疾病）

7

第8部 複数の動物種に感染する疾病

第9部 ミツバチの疾病

第10部 鳥類の疾病

第11部 牛の疾病

第12部 馬の疾病

第13部 兎の疾病

第14部 綿羊と山羊の疾病

第15部 豚の疾病

２．OIE基準：② マニュアルの概要

8

• 疾病の診断方法、ワクチンなどの生物学的製剤の

生産・管理要件を規定

• 陸生動物マニュアルと水生動物マニュアルの２種類

14



３．OIEコードとWTO･SPS協定の関係

9

WTO･SPS（衛生植物検疫措置の適用に関する）協定

は、人、動物又は植物の生命又は健康を守るための

措置（SPS措置）を適用する際の権利・義務を規定

• 加盟国がSPS措置（動物衛生上の措置）を講じる

場合、国際基準（OIEコード）を基礎とする必要

• OIEコードより厳しい措置を講ずる場合、リスク評価

によってその正当性を証明する必要

動物衛生（人獣感染症を含む）以外の措置についての
WTO協定上の扱いは不明
（例）アニマルウェルフェアはSPS協定の対象外

４．OIEコードの制定･改廃の手続き

２月 ５月

総会コード委員会
(専門家各６名)

９月

【１年間のサイクル】

加盟国代表
が議論

加盟国が
意見を提出

７月

７月末

11月～
12月

１月～
2月

コード委員会
(専門家各６名)

・科学委員会

・ラボラトリー委員会

・ワーキンググループ

・アドホックグループ
関係府省
連絡会議

OIE連絡
協議会

関係府省
連絡会議

加盟国が
意見を提出

OIE連絡
協議会

10
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今回提示されたコード案への対応

11

本日の御議論をもとに、各委員会から提示

された案に対する我が国の意見を提出予定

本年２月にコード委員会が開催され、

加盟国に対して、章の改正又は新設

についての案が提示された。

加盟国が提出した意見の取扱い

コード委員会の開催 （2018年9月）

（加盟国などの意見反映）

第87回ＯＩＥ総会にて採決（2019年5月）
→ 国際基準

加盟国 コード委員会

（2018年7月12日まで）

意見

加盟国
コード委員会で再度
審議（2019年2月）

意見

加盟国の支持が見込まれる案

12
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参考：OIE関係情報
農林水産省ホームページ

13

農林水産省HP から

→ 組織・政策

→ 消費・安全局の

部局別トップ へ

→ 国際的なルール

国際獣疫事務局

(OIE)

または、下記のURLを入力

http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto‐sps/oie.html
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第86回国際獣疫事務局（OIE）総会の
概要

平成30年6月29日
農林水産省消費・安全局

資料５

本日の内容

Ⅰ 開催概要

Ⅱ ラボラトリー委員会

Ⅲ 科学委員会

Ⅳ コード委員会

Ⅴ その他

2
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1. 日程：平成30年5月20日（日）～25日（金）

2. 場所：フランス・パリ

3. 出席者：
農林水産省消費・安全局
動物衛生課 課長（OIE日本代表）

国際衛生対策室長
課長補佐

食品安全政策課課長補佐 他

3

Ⅰ 開催概要

スケジュール
20日（日） 21日（月） 22日（火） 23日（水） 24日（木） 25日（金）

(10:00‐14:30)

登録
(9:00‐10:30)
• 議事決定
• 昨年の活動報告

(9:00‐10:30)

ラボ委員会
※マニュアル改正案の
採決、レファレンスラボ
ラトリーの指定

(9:00‐10:30)

水生動物委
員会
※コード改正案の採決

(9:00‐11:00)
• 世界の動物衛生状
況に関する最近の
発生及び傾向

(9:00‐13:00)
行政会合

• 理事会、事務局報
告

• 協定
• 選挙

(11:00‐12:30)
技術議題：
OIE加盟国によるOIE
基準の履行：履行状
況と特定のキャパビ
ルの必要性

(11:00‐12:30)
国際機関による
プレゼン

(11:00‐12:30)

コード委員会
※コード改正案の採決

(11:30‐12:30)
（技術的）決議案の
提示

(12:30‐13:00)
国際機関による
プレゼン２(14:00‐18:30)

各地域委員会
(14:00‐17:00)

科学委員会
※公式疾病ステータス
認定案の採決

(14:30‐19:00)

開会式
(14:30‐18:15)

コード委員会
※コード改正案の採決

(14:30‐16:00)
• 決議案の提示
• 地域委員会報告
• 次回総会予定

• ステータス認定書
の授与

(15:30‐17:30)
• 決議の採択及び総
会報告書の議論

•閉会式
(17:00‐17:30)
野生動物WGの活動
報告

(17:30‐18:00)
生物的脅威削減世
界会議のFU

(16:30‐18:30)
行政会合
• 監査報告、予算
• J事業計画の採択

20



会議の様子

5

6

Ⅱ ラボラトリー委員会

21



○ 世界全体で５施設を新たに指定。

○ アジア太平洋地域では、中国及び韓国の２施設をそれぞれ伝染

性ファブリキウス嚢病、サルモネラのレファレンスラボラトリーとして

指定。

○ ISO１７０２５未取得の17施設は資格を停止。２年以内に

ISO１７０２５を取得すれば、資格の回復が認められるが、それ以降

は資格を習得し直す必要がある。

（参考）

• 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る。

• コラボレーティングセンターは、動物疾病にかかる特定の領域について専門性を持ち、広
汎な問題への対処を行う。当該領域について、コラボレーティングセンターは世界にその
専門能力を提供しなければならない。 7

OIEレファレンスラボラトリーの認定

Ⅲ 科学委員会

8
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1.牛海綿状脳症（BSE)
‐無視できるリスクの国：ニカラグア

2.口蹄疫

‐ワクチン非接種清浄国：ペルー、スリナム

‐ワクチン接種清浄地域：

・ブラジル（アマバ州、ロライマ州、アマゾナス州の一部、

バラ州の一部）
※これにより、ブラジル全土がワクチン接種またはワクチン非接種清浄へ。

・台湾（金門島を構成する地域）

※これにより、台湾全土がワクチン接種清浄へ。

9

動物疾病ステータスの公式認定

10

動物疾病ステータスの公式認定

3. 豚コレラ

‐清浄国：アルゼンチン、ブルガリア、コスタリカ

4. 小反芻獣疫

‐清浄国：マダガスカル、ペルー、ウルグアイ

5. 牛肺疫

‐清浄国：指定なし

6. アフリカ馬疫

‐清浄国：指定なし
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11

Ⅳ コード委員会

○第4.3章 ゾーニング及びコンパートメンタリゼーション

・ナミビア（アフリカ54か国を代表）から、封じ込めゾーンを国内に２

か所以上設置する場合の考え方について、今後、両者の間に疫
学的な関連がないことが条件となることをより丁寧に今後説明する
ことが求められたが、案のとおり採択。

○第4.X章（新規） ワクチネーション

・豪（米、カナダ、NZの4か国を代表）から、基本的には支持するも

のの、ワクチンによるリスクの上昇を踏まえたサーベイランスに
よって、疾病がないことを適切に示されるべきと発言し、その旨が
第11条に追記されることとなった。

・ベナン（アフリカ５４カ国を代表）から、ワクチンを接種する際に注
意すべき事項として、年齢のみならず、体調にも配慮すべきである
との提案があり、第６条においてその旨が追記されることとなった。

12

主な陸生動物コードの改正
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○第6.7章 AMRサーベイランス及びモニタリングプログ
ラム

・オランダ（EU２８か国を代表）から、第３条から削除されようとして
いる「環境」を残すべきとの発言があり、採用された。

・我が国から、削除対象となっているテーブル１の有用性を指摘し、
削除は不要と指摘したところ、コード委員会議長Dr. Bonbonから、

全体的な取組として、コードをわかりやすいものとするための取組
として教科書的な記述をコードから除き簡略化を図っている旨の説
明があるとともに、本テーブルについてはウェブサイトその他で紹
介することを検討することとされた。

13

主な陸生動物コードの改正

○第6.8.1条及び第6.8.1条の2 食品となる動物における
AMRの使用量及びパターンのモニタリング

・フランス（EU２８か国を代表）から、therapeuticとtreatの意味が近
いことから混乱を招くとして、therapeutic及びnon‐therapeuticとして
いる現在の区分を、treatment、control, prevention及びnon‐
therapeutic (growth promotion)の４区分にすることが提案された。

・これに対し、米国は現在の区分を維持するよう主張。

・スーダン（アフリカ５４か国を代表）はEUを支持。

・ベネズエラ（アメリカ３０か国を代表）は米国を支持。

・我が国は、米国の支持を表明しつつ、本定義はコードだけでなく
現在OIEが行っているモニタリングにも適用されるため、実際の現

場において細分化した定義に即してデータ収集することはきわめ
て難しい点を指摘した。

14

主な陸生動物コードの改正
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○第6.8.1条及び第6.8.1条の2 食品となる動物における
AMRの使用量及びパターンのモニタリング（続き）

・これらの発言を受け、ボンボン・コード委員会議長は、Therapeutic
とTreatmentがほぼ同じ意味を持つことの混乱を認めつつも、日本
の指摘に賛同し、therapeutic及びnontherapeuticをveterinary
medicalとnon veterinary medicalの２区分とすることを提案。

・EU及び日本がこれを受け入れ、判断保留を表明した米国も数分

後にはこれを受け入れたため、議長提案のとおり修正されることと
なった。

15

主な陸生動物コードの改正

○第７.1.X条 アニマルウェルフェアの評価方法に係るガ
イドライン

・シンガポール（アジア・太平洋地域32カ国を代表）から、混乱を避
けるために「recommendation」と「standard」の定義を設けるべきと
発言。

・我が国から、気候風土の違いにより必要なデータは異なるため、
「全ての関連データ」ではなく「各国が必要とするすべてのデータ」
とするほうが適当である旨を発言。

・パラグアイ（米州地域30カ国を代表）は、データを収集するのは所
管当局に加え、その他の関係ある団体とすべきと主張。

・当該箇所を削除の上、採択。

16

主な陸生動物コードの改正
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○第７.X章 アニマルウェルフェアと豚生産システム

・タイから、本年２月のコード委員会会合の結果示された案には、
第7.X.1章や第7.X.4章で新たな概念が追加されており、現時点で採
択するのは時期尚早である旨発言。

・米国（米州地域30カ国を代表）から、第7.X.9条（飼料、水の給与）
及び第7.X.10条（環境改良）はいずれも飼料探索と摂餌行動に関
する規定を含むため、再検討すべき旨発言。

・我が国から、アニマルフェルフェアは、科学、倫理、経済、法律、
宗教、文化といった複雑な多面的要素があること、本コードは加盟
国の状況に応じて実行される柔軟なものであるべきと考えている
旨を発言。

・案のとおり採択。
17

主な陸生動物コードの改正

（その他）

・我が国から、ＯＩＥにおいて検討が始められた鳥インフルエンザの
コード改正について、公衆衛生上のリスクやウイルスの変異のリス
クをよく踏まえることを求める旨発言。

18

主な陸生動物コードの改正
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19

Ⅴ その他

技術課題

（テーマ）

「OIE加盟国によるOIE基準の履行：履行状況と特定のキャパ
ビルの必要性」

○ Dr. Sarah Kahnから、各国に実施したアンケート調査の結果につい
て報告があった。報告の概要は以下のとおり。
・OIE基準の履行が行われていないということは、安全な貿易の機会が
損なわれているということと考える。

・１８１か国中１４５カ国、８０％の加盟国から回答があり、協力に感謝
する。（アジア地域の回答率は９７％）

・貿易条件を設定する際、国際基準を踏まえることを法的に定めてい
る国は３９％であり、それ以外の国では政策ベースで実施されている。
・９０％を超える国が公式認定ステータスを参考としており、OIEの活動
が支持された形。

20
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技術課題

（テーマ）

「OIE加盟国によるOIE基準の履行：履行状況と特定のキャパ
ビルの必要性」（続き）

・貿易条件設定の際の問題点のひとつとして、時間を要しすぎているこ
とが挙げられる。これは人的資源の不足が原因と考えられる。ゾーニ
ング等の導入が進まないことも、情報や説明の不足ではなく、キャパシ
ティの不足が原因となっている。

・貿易条件設定の際の最優先事項を問うたところ、欧州では国際基準
がトップだったのに対し、アジアではサーベイランスなどに引き続き第３
位であった。

・この調査において、各国が貿易の条件を設定する際に参考としてい
る情報や、優先度をもって扱っている事項が明確となり、コードの執行
状況の改善に取り組む上でのよい基礎情報となった。
・まずimplementationとは何かを定義することそのものが大きな挑戦と
なろう。

21

技術課題

（テーマ）

「OIE加盟国によるOIE基準の履行：履行状況と特定のキャパ
ビルの必要性」（続き）

○ セネガル、バルバドス、アルゼンチン、ボリビア、豪州、中国、フラ
ンス、オランダ、イランが発言し、この中から、バルバドス、アルゼンチ
ン、ボリビア、豪州、フランス、オランダが決議案草案グループに選ば
れ、ドラフティング作業を行うこととされた。

22
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アジア・極東・太平洋地域委員会会合

1. 第31回アジア・極東・太平洋地域総会の技術課題Ⅰ
「New technological advances in animal therapeutics and vaccine
as a tool control of diseases and AMR

（疾病及び薬剤耐性の管理のための道具としての動物治療及び
ワクチン接種における新技術の利点）」が選出。

（2019年日本（仙台市）で開催予定）

2. 第88回OIE総会技術課題Ⅰ

「Zoonoses and food safety – improving collaboration between
animal and public health professionals to achieve a better
outcome

（人獣共通感染症及び食品安全 –より良い成果を達成するため
の動物衛生及び公衆衛生の専門家の連携）」が選出。

23

アジア・極東・太平洋地域委員会会合

3. 動物への抗菌剤の使用に関するOIE年次報告２

・OIE事務局から、アジア太平洋地域32カ国のうち、
‐ レポートを提出した国が23カ国であり、そのうち、17カ国（74％）
から量的データの提出があったこと、

‐ 成長促進として抗菌剤を使用しているのは全体では146カ国中
60カ国（41％）であり、アジア太平洋地域では23カ国中16カ国
（70％）であること、

‐ 当該報告はOIEのサイトに掲載されている、
との説明があった。

・ミャンマーから、データ収集にはキャパシティビルディングが必要
である旨発言があり、OIE事務局からセミナーを開催している旨回答
があった。

24
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アジア・極東・太平洋地域委員会会合

4. Regional Work Plan Frameworkの進捗状況及び改正
・地域副議長から、2017年11月の地域総会で確認された、
Regional Work Plan Frameworkの進捗状況について報告があり、
当該進捗状況を踏まえた改正の提案が示された。

・バングラデシュから、本地域のほとんどは途上国であるので、
sub‐regionalでの協力関係を強化すべきこと、ネパールから、越境性
疾病は一カ国では対応できないので地域としての対応が重要であり、
地域として、PVS評価、ギャップ分析を行うのも一つの方法である旨
発言があった。
・Regional Work Plan Frameworkの改正は、特段の反対なく採択され
た。

25

アジア・極東・太平洋地域委員会会合

5. OIE総会における地域委員会の意見
OIE東京事務所の釘田代表から、地域委員会の意見をまとめるため

の手続きについて説明がなされた後、下記６つの提案を議論。

① 中国による、豚伝染性下痢（PED）をOIEリスト化疾病に追加すると
の提案について、支持した豪州より、PEDは経済的に大きな影響があ

り、リスト化疾病にすれば世界的な管理につながること、コード委員会
の作業計画の議論の際に発言したい旨説明があった。

② 豪州による、陸生動物コードのアニマルウェルフェアの序論（第
7.1章）における第7.1.X条において「recommendation」と「standard」の
用語が一つの文の中にも混在しているため、混乱を避けるために定
義を設けるべきとの提案は採択され、シンガポールが発言することに
なった。

26
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アジア・極東・太平洋地域委員会会合

5. OIE総会における地域委員会の意見（続き）

③ 豪州による、コード委員会の意見照会されるコード改正案・新規
案の数が多いため、作業計画を見直し絞るべきとの提案は採択され、
ブータンが発言することになった。

④ 日本による、鳥インフルエンザのコード（第15.1.3条）の改正に当

たっては低病原性から高病原性への変異について慎重に検討すべき
であり、科学的根拠に基づくべきとの提案は採択され、日本が発言す
ることになった。

⑤ タイによる、水生動物コードの伝染性造血器壊死症（第9.4章）の
適用対象から「Giant river prawn」を削除することを支持するとの提案
は採択され、タイが発言することになった。

27

アジア・極東・太平洋地域委員会会合

5. OIE総会における地域委員会の意見（続き）

⑥ 韓国による、アフリカ豚コレラの第15.1.3条において、野生豚やイ

ノシシで発生しても家畜の豚が清浄であれば、豚肉は安全に貿易さ
れるとの一文が本年２月のコード委員会報告書で復活していたのを
反対するとの提案については、中国が支持したが、沖田室長がコード
委員の立場から、本章は今回の総会で採択に付されるものではなく、
コメント照会されているものであると指摘した。そこで、韓国とNZが文

言を調整した上で、地域委員会の意見としてコード委員会に提出する
ことで合意された。

28
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アジア・極東・太平洋地域委員会会合

6. 地域理事会、地域委員会選挙の候補者の推薦
以下のとおり候補を推薦（最終日の運営会合にて承認）。

【地域理事会選挙】 議長 Dr. Mark Schipp（豪州）

理事 Dr. Him Hoo Yap（シンガポール）

【地域委員会選挙】 議長 Dr. Sen Sovann（カンボジア）

副議長 Dr. Tashi Samdup（ブータン）

副議長 Dr. Zhang Zhongqiu（中国）

事務局長 熊谷法夫（日本）

29

アジア・極東・太平洋地域委員会会合

7. 専門委員会選挙の候補者の支持
本総会から行われることとなった専門委員選挙候補者への地域

としての支持について議論。以下のとおり候補者を支持（最終日の

運営会合にて承認）。

【コード委員会】

【科学委員会】

【ラボ委員会】

１ 沖田賢治（日本）：副議長候補

２ Howard Pharo（NZ）

１ Zengren Zheng（中国）

２ Stephen Cobb（NZ）

１ Zhiliang Wang（中国）

２ Joseph O’Keefe（NZ）

【水生動物委員会】 １ Ingo Ernst（豪州）：議長候補

２ Hong Lui（中国） 30
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各国代表による運営会合

1. 地域理事会、地域委員会選挙

① 地域理事会選挙は、地域の推薦のまま当選した。

議長 Dr. Mark Schipp（豪州）

理事 Dr. Him Hoo Yap（シンガポール）

② 地域委員会選挙は、地域の推薦のまま承認された。

議長 Dr. Sen Sovann（カンボジア）

副議長 Dr. Tashi Samdup（ブータン）

副議長 Dr. Zhang Zhongqiu（中国）

事務局長 熊谷法夫（日本）

31

各国代表による運営会合

2. 専門委員会選挙

水生動物委員会、ラボ委員会、コード委員会、科学委員会のそれぞ
れについて、それぞれ議長（１名）、副議長（２名）、メンバー（３名）の
選挙を実施。結果は下記の通り。

【水生動物委員会】

・Dr. Ernst Ingo（豪州） 【議長】
・Dr. Lui Hong（中国）

【ラボ委員会】

・Dr. O’Keefe Joseph（NZ） ※中国からの候補者は落選
【コード委員会】

・沖田賢治（日本） 【副議長】 ※NZからの候補者は落選

【科学委員会】

・Dr. Zheng Zengren（中国） ※NZからの候補者は落選
32
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各国代表による運営会合

3. 加盟国の承認
セントルシアが新たに承認され、OIEの総加盟国・地域数

は182となった。

4. 決議案の採択
修辞的な修正を除き、特段の意見なく採択された。

33

（参考）第86回OIE総会にて決議された事項

OIE総会で決定された事項は、決議書として採決される。

また、総会の議論は報告書としてOIEのHPで公表される。

【報告書】

・Report of Technical Session
・Report of Administrative Session
【決議書】

・Resolution of Technical Session
・Resolution of Administrative Session 34

http://www.oie.int/about‐us/final‐reports‐of‐the‐
general‐session‐of‐the‐oie‐international‐committee/
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第4.Y章
リスト疾病及び新興疾病の

公式制御
（新規章案）

‐概要‐

1

資料７

新規章案（第4.Y章）の構成

第1条 序論 （獣医サービスの対応、本章の目的、疾病制御計画）
第2条 法的枠組み及び規制環境

第3条 準備 （リスク分析、計画、防疫演習）

第4条 サーベイランス及び早期警戒制度

（サーベイランス、診断能力、報告、調査、記録、通報）

第5条 発生管理の際の一般的考慮事項

第6条 動物の淘汰及び死亡した動物及び動物由来製品の廃棄

第7条 移動の制御

第8条 バイオセキュリティー

第9条 ワクチン接種及び治療

第10条 ゾーニング

第11条 発生管理におけるコミュニケーション

第12条 特定の対策終了後サーベイランス

第13条 更なる発生調査、モニタリング、評価及びレビュー
2
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第１条 序論

○獣医サービスの対応

• 疾病の拡散・影響を最小限にし、又は疾病を撲滅する
ために、獣医サービスは、リスト疾病発生時に、疾病の
生じ得る影響及びリスク分析の結果に基づいて防疫措
置を講じる。

○本章の目的

• 公的管理プログラムを準備、作成及び実施するための
勧告を加盟国へ提供することを目的としている。獣医
当局はどの疾病に公的管理プログラムを設定し、どの
規制レベルにするのかを定めるものとする。

我が国からの意見を反映

4

第１条続き

○疾病制御計画

• リスク分析を通じて策定。動物衛生、公衆衛生、社
会・経済、アニマルウェルフェア、環境的視点から
の考慮の下、論理的に正当化される。可能であれ
ば費用便益分析を実施。

• 明確で定量的な目標の達成を目的とする（疾病の
影響の減少から撲滅まで、多様なゴールがある）。

• 早期警戒制度・迅速かつ効果的な処置から構成さ
れ、出口戦略を含む。他国の例なども参考に改善
を図るとともに、定期的に検証される。
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第２条 法的枠組み及び規制環境

○リスト疾病の効果的な制御のため、以下を確認
• 疾病予防及び制御を扱う獣医サービスが第3.1章（獣
医サービス）に合致する。

• 獣医法令が、第3.4章（獣医法令）に合致する。

○法令の対応する事項
• 法的権限・命令系統・責任者の構成（特に、サーベイラ
ンス・疾病管理活動を目的とした関係施設への立ち入
り）

• 疫学調査、診断、消毒、殺虫、ワクチンなどの資金源
• 制御プログラム又は移動制限で損害を受ける家畜・財
産の補償政策・資金源

• 法令執行当局・公衆衛生当局等との調整

○特定の規則、政策及び手引きに含まれるべき事項

• リスク分析（疾病リスクの特定・優先順位付けのため）
• 疑似症例、症例、疑似汚染飼育施設、汚染飼育施設、
隣接飼育施設の報告・管理の定義と手順

• 疫学調査の手順
• 地域（汚染地域、清浄地域、防護地域、封じ込め地域、
サーベイランス強化地域等）の宣言・管理の定義・手順

• 動物試料の収集・運搬・試験の手順
• 動物の個体識別の手順
• 動物・動物産物及び媒介可能物品の移動制限の手順

第2条続き
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○特定の規則、政策及び手引きに含まれるべき事項

• 感染（潜在的感染）動物、汚染（潜在的汚染）産物・物
品の殺処分・と畜、安全な廃棄・処理の手順

• 感染源となり得る物品（かいば、敷料、くず等）の安全
な廃棄・処理の手順

• 建物、乗り物、設備等の洗浄、消毒及び殺虫の手順
• 動物・動物産物の所有者への補償手順
• 義務的な緊急ワクチン接種・動物の処置等、制御活動
の手順

• 対策終了後のサーベイランス及びステータス回復の手
順

第2条続き

第３条 準備

○獣医当局は、準備計画・実施を統括する。
○準備はリスク分析で正当化される。
１．リスク分析
• 必要な準備計画を決定するため、リスク分析を利用。

• 最大のリスクとなる病原体を特定・最重要な準備を明確
化することで、脅威の優先順位付け・活動の区分に寄与。

• 最善な戦略・制御策の確立に寄与。
• 定期的に更新される。
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9

２．計画（政府・地方当局・利害関係者のすべきこと
を記載）
• 通報疾病発生前準備を概説した準備計画
• 通報疾病出現時の対応・緊急時計画
• 現場職員・利害関係者への包括的な一連の指示
• 通常活動への安全な回復のための復帰計画
３．防疫演習

• 防疫演習を通じて、獣医サービス・利害関係者は
緊急時計画の枠組みでなされる一連の措置を認
識するものとする。近隣諸国の獣医サービスによ
り共同開催され得る。

第3条続き

第４条 早期警戒検出制度

10

優先順位に応じて、疑似症例を検出し、除外・確定する
ため、サーベイランスを実施。サーベイランスは疫学・環
境状況に適合させる。

全ての疑い事例の調査は陽性又は陰性の結果を示さ
なければならない。判断基準は発生が確認される前に
定められているべきである。診断の確定は臨床症状、剖
検の結果、疫学情報、精密検査の結果又はこれらの組
み合わせにより、陸生動物コード又は陸生動物マニュア
ルに従って行われる。強い疑いがあり、しかしながらそ
れが確定的ではない場合、地域における予防的な対策
が開始されるべきである。疾病の発生が確定した場合、
事前の計画のとおり全ての対策が実施されるべきであ
る。
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第５条 発生管理の際の一般的考慮事項

11

○発生確定後、以下を目的とした措置によりリスク管理。
1. 病原体源の除去

• 動物の殺処分・と畜、死体・汚染の恐れのある産品の安
全な廃棄

• 建物・機器の洗浄・消毒・駆虫
2. 感染拡大の防止
• 動物・車両・機器の移動制限
• バイオセキュリティー
• リスク動物のワクチン接種・治療・淘汰
• コミュニケーション・啓発

12

２．感染拡大の防止（続き）

○獣医当局が事前・発生発見時に状況を分析し、それ
に応じて異なる戦略が選択される。

• 初期に広く拡大していれば、ワクチン接種・治療等
を淘汰と併用。

• ベクター・野生動物も、戦略に大きく影響。
• 選択された対策は、制御計画の結果に影響を持つ。

○措置にかかる費用を考慮する。これには、規制、政
策又は指導に基づく措置により生じる損失について、
所有者へ補償を含む。

第５条続き
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第６条 動物の淘汰及び死亡した動物
及び動物由来製品の廃棄

13

○生きた感染動物は、最大の病原体排出源であり、伝染
性疾病の制御のため、淘汰戦略はしばしば選好される。

○いかなる淘汰戦略も病原体の伝播経路に応じて選択さ
れる。

• 摘発淘汰：伝染性の高い疾病、過去に清浄又は現在清浄になり
つつある場合に好まれる。

• その他（検査後淘汰等）：伝染性の低い疾病、疾病蔓延時

○効果を最大にするため、動物個体識別・トレーサビリティ
を実施。

○と畜・殺処分は第7.5章、7.6章に従う。
○死体・汚染された恐れのある産品の廃棄は第4.12章に

従って実施。

14

１．摘発淘汰
• 感染動物・感染の疑われる動物の殺処分による。
• 汚染飼育施設・疫学関連のある飼育施設に限る。
• 特定の地域の全ての飼育施設に対象を拡大できる。

殺処分はその場で実施。死体についてもレンダリング施
設等まで直接安全に運搬するか、その場で処理。飼育
施設外で殺した場合は、他の動物との接触を避け、レン
ダリング施設・と畜場・食肉処理場へ直接運搬。と畜動
物・産品は他とは別に処理。

• 摘発淘汰は、汚染施設の全ての動物種・感受性動物種
に適用、又は、感染動物の同種動物に限って適用。

• 動物由来産品は病原体を不活化する方法で廃棄・処理

• 運搬用車両又は船舶、動物に接触した設備・資材の洗
浄・消毒を含む。

第6条続き
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15

２．検査及び淘汰
• 感染動物を発見し、動物群から排除する。
• 伝染性の低い疾病、拡大が遅い疾病を対象。
• 淘汰する動物の選択以外は、摘発淘汰と同様。

第6条続き

第７条 移動の制御

16

○生きた動物・動物産品・汚染資材の移動による疾病の拡
大を管理。

○一又は複数の動物種・人間・車両又は船舶・設備に適用
し、特定の施設、地域、国全体など、多様な範囲に措置
できる。

○完全な隔離や、ベクターからの防御等、特定の規則を移
動の際に適用することもできる。

○効果的な実施の確保のため、物理障壁を設置できる。

○他の疾病制御措置が終了し、サーベイランス及びリスク
分析により必要ないことが示されるまで、移動の制御を
実施する。

○獣医サービスが、近隣諸国の獣医サービス地方当局・
法令執行機関・メディア等と移動の制限措置を調整。
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第８条 バイオセキュリティー

17

○人・車両及び船舶・環境の汚染を通じた病原体の外部
への拡散を防止するために実施。

• 踏込槽・車輪の消毒槽に特定の消毒剤を利用

• 単回使用資材の利用

• 野生動物及びその他の意図せぬ動物からの設備防護
を確保

• 排泄物、廃液等を収集、適切に処理

第９条 ワクチン接種及び治療

18

○伝染性疾病の発生対応としてのワクチン接種は４．X章
に従い実施。

○発生対応としてのワクチン接種には事前計画が必要。

（ワクチンの提供源の指定、緊急ワクチン接種・包囲接種等）

○ワクチンの特性を理解。

（感染防御レベル、感染との識別の可能性）

○ワクチンは感染・伝播を隠す場合があるが、病原体の排
出を減じ、感染の増加率を低下させるために利用できる。

○摘発淘汰が適さない場合、感染の流行を、検査・淘汰戦
略できる水準まで減じることができる。

○出口戦略を制御計画に含める。

（いつ、どのように終了するか/恒常的なものとすべきか）

51

―――――



第10条 ゾーニング

19

○獣医当局が利用。（第4.3章に従う。）

○疾病防御及び撲滅のためのゾーニングは、各地域で個
別に適用する防疫措置と関連。

（殺処分・移動の制御・ワクチン接種・サーベイランス）

○拡大防止やステータスの維持のため、疾病の影響があ
る箇所に資源を集中。

（病原体の拡大防止・他の範囲のステータスの維持のため）

第11条発生管理におけるコミュニケーション
○獣医サービスは、啓発キャンペーンを通じてメディアを
含む関係者とよいコミュニケーションを確保。

○発生の前・中・後にコミュニケーションを実施。（第3.3章）

第12条特定の対策終了後サーベイランス

20

○制御計画の効果を監視し、残りの動物個体群の状態を
評価するために実施。

○実施済み措置の再評価・清浄性ステータス復帰に利用。

（地域の範囲の再設定、淘汰・ワクチン接種戦略の再評価等）

第13条更なる発生調査、
モニタリング、評価、レビュー

○獣医サービスは、各発生についての徹底した疫学調査
を実施し、伝播についての現場ベースの詳細な知見を
積み上げ、あらゆる管理情報システムに必要な情報を
収集することで、より優れた制御計画を提供する。

（訓練された職員と標準化された情報収集様式を利用）

○制御計画の監視・評価・レビューに、情報・経験を利用。
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疾病制御計画の対象については我が国から
の意見が反映され、獣医当局がどの疾病に
どのレベルの対策を行うのかを判断するもの
とされている。

我が国の特定家畜伝染病防疫指針等と照ら
して、OIEコードとして策定する上で、過不足
はないか。

21

論点
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第4.Z章
疾病の予防及び管理に
ついての勧告の序論

（新規序章案）

‐概要‐

1

資料８

○獣医組織の権限

• 人獣共通感染症を含む伝染性動物疾病の効果的な予
防及び管理は、各加盟国の獣医組織の中心的な権限
である。世界中の獣医組織は、獣医学の大きな進歩に
支えられて、伝染性動物疾病の予防、管理及び撲滅さ
えするための数多くの手法を開発し向上させてきた。

○本章の内容

• 獣医組織により実施されるべき疾病予防及び管理の
勧告について記載。
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3

○疾病の侵入及び伝播の予防に際し考慮する要因等

• 獣医組織は、貿易、アニマルウェルフェア、公衆衛
生及び環境への影響を含む様々な要因を考慮して、
この部に記載されているの勧告からに基づいた選
択した発展した措置の組み合わせを検討。

• 疾病別個別の衛生措置と並行して、獣医組織は関
連する物品に応じた衛生措置を考慮する検討する
ものとする。

• 病原体の特徴や発生状況は疾病ごと、国ごとに異
なるため、獣医組織は状況に応じてそれらを適合さ
せるものとする。

4

○疾病の侵入及び伝播の予防に際し考慮する要因等

• この部の勧告は、第８部から1５部のリスト疾病別個
別の勧告に併せて読むものとする。

• 獣医組織は、いずれの予防及び管理計画も、リスク
に相応で、国内において実用的かつ実行可能で、リ
スク分析を基にしたものであることを確認するものと
する。
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5

○予防及び管理計画を発展させるための必須条件

‐ 法的枠組み、検査施設の能力及び十分なそして
義務を有している資金を含む獣医組織の質

‐ 獣医師及び獣医補助職を保証する適切な教育
‐ 研究機関との緊密な連携

‐ 民間の利害関係者への効果的な啓蒙及び積極的な
協力

‐ 官民協力
‐ 越境性動物疾病についての獣医当局の地域間協力

第4.Y章（リスト疾病発生時の管理）との整合

を取る観点からも、管理計画の必須の条件に
公衆衛生や野生動物の担当部局等の関連
機関や、メディアとの協力を追記するべきで
はないか。

6

論点

57



58



第15.1章
アフリカ豚コレラウイルス

感染症
（改正案）

‐概要‐

1

資料９

ヒメダニ属のダニと豚・イノシシ類及びイボイノシシな
どの野生豚の感染症。

病原体は、アフリカ豚コレラウイルス（ASFV)
病状は甚急性～慢性まで多岐にわたる。

甚急性では突然死、急性では発熱、粘血便等を呈し
100%死亡する。

ワクチン及び治療薬は存在しない。

2

アフリカ豚コレラ（ASF）家畜伝染病
とは

【全身の出血性病変、チアノーゼ】 【死体を処分する様子】
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豚・イノシシ間の直接接触、残飯に含まれる感染した
肉片の摂食、ヒメダニ属の吸血によって伝播する。

アフリカ等で常在化していたが、2007年以降、

ロシア、ウクライナ、ポーランド等でも発生が確認され、
アジア地域への侵入が懸念されている。

3

アフリカ豚コレラ（ASF）家畜伝染病
とは

改正案（第15.1章）の構成
第1条 総則

（宿主、感染定義、潜伏・感染期間、野生豚等の取扱い）

第2条 清浄性を決定する一班基準

（国、地域又はコンパートメント）

第3条 清浄国又は地域；清浄コンパートメント；清浄国又は地

域内の封じ込め地域の設置

第4条 清浄ステイタスの回復

第5～17条 輸入条件

第18～21条 残飯・畜産品のウイルス不活化方法

第22～27条 疾病監視

4

コンパートメント：国際的な貿易のため、特定の疾病に対して、体系的な監視、まん延防止と
隔離(biosecurity)措置が講じられた共通の隔離管理体制の下、全く異なる衛生状態にある
１つ以上の飼育施設（establishment）に収容された動物サブ個体群 （出典：コード用語集）
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改正案のポイント その１

第15.1.１bis条 安全物品
→ 「缶詰された」に代わり、科学的条件（Fo値3.00
以上の密閉容器に入れられた肉）及びゼラチンを
明記。

5

改正案のポイント その２

第15.1.3条 ASF清浄国又は地域
→ 飼養豚が野生豚から適切に隔離されているこ

と等を条件として、野生豚での発生があっても、豚
由来物品の輸出に影響はない旨を追加。

6
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7

第15.1.1bis条 安全物品

以下に掲げる物品の輸入または移動を監督する際、輸
出国及び地域のASFステイタスにかかわらず、獣医当局
はASFに関するいかなる条件も課してはならない。
１）缶詰されたFo値3.00以上の密閉容器に入れられた肉
ゼラチン

その他の豚由来物品は本章の該当各条に基づいて貿易
されなければならない。

第22条 肉中のASFVの不活化方法
追加、削除

8

第15.1.3条
ASF清浄国又は地域
（中略）

家畜及び飼育野生豚に由来する物品は、野生、野生化
又はアフリカ野生豚におけるASFVの感染が確認された場

合であっても、本章の関連条項に従うことで、家畜及び捕
獲飼育野生豚の清浄国から安全に輸出され得る。

第22条 肉中のASFVの不活化方法
追加、削除
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9

飼養豚及び捕獲豚における清浄の条件として、適切なバ
イオセキュリティが執行され、飼養豚が野生イノシシ及び
野生化した豚から隔離されていることが条件とされており、
科学的観点からは本条項を定めること自体に問題はな
いと考える。

しかしながら、ヨーロッパにおいて野生イノシシでの発生
に引き続き、飼養豚で本病が発生しており、何が「適切な
バイオセキュリティ」なのかを判断することは、輸出国に
とっても輸入国にとっても困難な状況。加盟国が本章を
執行する上で、本病の具体的・実践的な対策を確立する
ことが不可欠ではないか。

論 点
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第1.6章
ＯＩＥによる疾病清浄化の自己宣言の公
表、公式疾病ステイタスの認定及び公式
コントロールプログラムの保証の手続

一部（第1条～第4条）改正案

‐概要‐

1

資料１０

第１.６章の構成

第1条 ＯＩＥによる加盟国の疾病清浄化の
自己宣言の公表

第1条bis ＯＩＥによる公式認定

2
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3

改正案のポイント

→本章の構成を大きく見直し、口蹄疫、小反芻獣疫、牛

肺疫に係る公式認定計画及び質問票については、本
章から削除し、新たに各疾病毎の独立した章（1.7章～
1.12章）の中で規定。（本年５月の総会において可決
済）

→自己清浄宣言の手続きに関する規定を追加。

第１条 OIEによる加盟国の疾病清浄化
の自己宣言の公表 その１

4

追加、削除

総則 OIEによる加盟国の疾病清浄化の自己宣言の公表

加盟国は、国、地域又はコンパートメントのOIEリスト疾病ま

たはその他の動物疾病の清浄性に関し、自己宣言すること
ができる。当該加盟国は、OIEに対し、その主張するステイ
タスを通知することができ、OIEは、当該主張を公表すること

ができる。公表は、当該主張の承認を意味するものではな
い。OIEに対し、OIEの加盟国の自己宣言に関する情報の公
表を要求することができる。
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第１条 OIEによる加盟国の疾病清浄化
の自己宣言の公表 その２

5

追加、削除

自己宣言の公表を要求する加盟国は、疾病清浄化の自己
宣言の提出に関する標準作業手順に従わなければならず、
陸生コードの該当章に従い、以下を含む情報を文書化して
提供しなければならない。
―当該疾病が国全体で届け出るべき疾病である証拠
―国、地域、またはコンパートメントで当該疾病が消失、根
絶した経緯
―国、地域、またはコンパートメントにおいてすべての関連
する種に対するサーベイランスおよび早期警告システム
―国、地域、またはコンパートメントにおいて清浄性を維持
するために実施されている方策

第１条 OIEによる加盟国の疾病清浄化
の自己宣言の公表 その３

6

追加、削除

自己宣言は提供されたすべての情報が受領され、OIEによ
る行政上、技術上のスクリーニングが行われた後に公表さ
れる。公表は、当該主張のOIEによる承認を意味するもので
はなく、OIEの公式意見を反映したものではない。自己宣言

に含まれる情報の正確性の責任は全面的に当該加盟国の
OIEの代表にある。
OIEは、牛海綿状脳症（BSE）、口蹄疫（FMD）、牛肺疫
（CBPP）、アフリカ馬疫（AHS）、小反芻獣疫（PPR）及び豚コレ
ラ（CSF）1.6.1bis条のリスト上の疾病の清浄化に関する自己
宣言は、これを公表しない。
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第１条bis OIEによる公式認定 その１

7

OIEによる公式認定
加盟国は、以下の各号について求めることができる。

１）OIEによるステイタスの公式認定
国又は地域のアフリカ馬疫の清浄性
国又は地域のBSEに関するリスクステイタス
国又は地域の豚コレラの清浄性
国又は地域の牛肺疫の清浄性
国又は地域のワクチン接種又は非ワクチン接種のFMD清浄性
国又は地域の小反芻獣疫の清浄性

追加

第１条bis OIEによる公式認定 その２

8

追加、削除

２） OIEによる以下の承認
a) 牛肺疫に対する公式コントロールプログラム
b) ＦＭＤに対する公式コントロールプログラム
c) 小反芻獣疫に対する公式コントロールプログラム

国又は地域のBSEの関するリスクステイタス
国又は地域のワクチン接種又は非ワクチン接種のFMD清浄性
国又は地域のCBPP清浄性
国又は地域のAHS清浄性
国又は地域のPPR清浄性
国又は地域のCSF清浄性
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第１条bis OIEによる公式認定 その３

9

OIEは、上記１）と２）以外の疾病に関する公式認定又は公式コント
ロールプログラムの承認を授与しない。

これらの場合には、加盟国は、申請国又は地域の獣医サービスが、
陸生コードの第1.1章、第3.1章及び第3.2章の規定並びに陸生コード
及び陸生マニュアルの関連疾病章の規定を遵守していることを説明
する裏付け資料を提示するものとする。

当該加盟国は、OIEによる疾病ステイタスの公式認定又は公式コント
ロールプログラムの承認を求める場合には、第1.7条、1.8条、1.9条、
1.10条、1.11条又は1.12条第1.6.5条（BSEの場合）、第1.6.6条（FMD
の場合）、第1.6.7条（CBPPの場合）、第1.6.8条（AHSの場合）、第1.6.9
条（PPRの場合）又は第1.6.10条（CSFの場合）で（適宜）要請された情
報を提供する一連の書類をOIE科学技術部に提出するものとする。

追加、削除

第１条bis OIEによる公式認定 その４

10

追加

疾病ステイタスの公式認定及び維持のためのOIEの枠組みは、2015
年5月の第83回総会期間中に採決された決議第ⅩⅤ号（行政手続）

及び決議第ⅩⅥ号（財政的義務）に記載されており、標準作業手順
はOIEのウェブサイトに記載がある。

国又は地域、又は承認された自身の公式コントロールプログラムを
持つ国は 第1.7条から第1.12条の対策に基づいた証明が提出され、
OIE代表による総会により認可された後にしかるべきリストに加えら
れる。

リストの継続には、関連する章の情報を毎年提出し、疫学的な状況
の変化や、他の重大な出来事は第1.1条の条件に基づきOIEに報告
しなければならない。
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論点

11

ＯＩＥは今後、公式認定から自己清浄化宣言
に軸足を移す方針を示しており、本改正はそ
の流れを汲んだものと考えられる。
そうした方向性に問題はないか。

一方、自己清浄性宣言についてＯＩＥは各加
盟国の責任で行うべきものとしつつ、その公
表の際には多くの条件を付しており、矛盾し
ているのではないか。
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第8.14章
狂犬病ウイルス感染症

改正案

‐概要‐

1

資料１１

第8.14章の構成 その１

第1条 総則
第2条 狂犬病清浄国又は地域
第2条bis 狂犬病感染国又は地域
第2条ter イヌ由来狂犬病清浄国又は地域
第3条 家畜及び飼育野生哺乳類の狂犬病

清浄国からの輸入に関する勧告
第4条 野生及び野生化した哺乳類の狂犬

病清浄国からの輸入に関する勧告

2
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第8.14章の構成 その１

第5条 狂犬病汚染国又は地域からのイヌ、ネコ
及びフェレットの輸入に関する勧告

第6条 狂犬病汚染国又は地域からのその他の
感受性動物の輸入に関する勧告

第7条 狂犬病汚染国又は地域からの実験動物
の輸入に関する勧告

第8条 イヌ由来狂犬病のOIE認定公的管理計画
第9条 サーベイランスの一般規定

3

4

改正案のポイント その１

第１条 総則

→吸血コウモリや野生の食肉目動物に由来する狂犬病

のみが発生している国であっても公的管理計画を備え
ることを推奨。また、イヌに由来する狂犬病をイヌ由来
狂犬病と定義。

第２条ter イヌ由来狂犬病清浄国又は地域

→イヌ由来狂犬病清浄国又は地域の条件を規定
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5

改正案のポイント その２

第５条 狂犬病汚染国又は地域からのイヌ、ネコ及び
フェレットの輸入に関する勧告

→抗体価検査の実施時期を発送日の前３か月超１２か
月未満から、同１か月超１２か月未満に修正

第８条 イヌ由来狂犬病のOIE認定公的管理計画
→ 最終的に、加盟国がイヌ由来狂犬病の自己清浄化

宣言を行うことを目的とした、公的管理計画の要件を
新たに規定

6

改正案のポイント その３

第９条 サーベイランスの一般規定

→ サーベイランスの一般規定として、狂犬病のサーベイ
ランスを行う上で留意すべき事項を新たに規定
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第１条 総則

7

公的管理計画策定の推奨
→ 吸血コウモリや、野生の食肉目動物に由来する狂犬

病のみが発生している国であっても、本病の経済的、公
衆衛生的な影響を軽減するための公的管理計画を備え
ることを推奨する。

目的
→ 本章は、ヒト及び動物における狂犬病の発生リスク

を緩和するとともに、狂犬病ウイルスの世界的な拡大を
防ぐことを目的とする。

新規規定

第１条 総則

8

イヌ由来狂犬病の定義
→ 他の動物種から独立したイヌ群で保持されてきたウ

イルスによる感染をイヌ由来狂犬病と定義する。これは
疫学調査により決定される。

新規規定
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第２条 狂犬病清浄国又は地域

9

狂犬病清浄国又は地域

１） 国または地域は、以下の各号の場合には、狂犬病ウイルス感染
がないとみなすことができる。
ａ） 略

ｂ） 狂犬病を疑う臨床症状を示すべての事例について、適切な現地
調査及び実験室における検査の対象となっていること。
ｃ）～ｅ） 略

２） 高リスク動物への予防的ワクチン接種は、狂犬病のステイタス
に影響を与えない。

３） 人の狂犬病の輸入症例は、狂犬病のステイタスに影響を与えな
い。

改正、概要

第２条bis 狂犬病感染国又は地域

10

狂犬病ウイルス感染国又は地域

8.14.2条の要件を満たさない国または地域は、狂犬病ウイルスに感
染しているとみなす。

新規

75



第２条ter イヌ由来狂犬病清浄国
又は地域 その１

11

新規、概要
イヌ由来狂犬病ウイルス清浄国又は地域

1) 国または地域は、以下の各号の条件を満たす場合、イヌ由
来狂犬病がないとみなすことができる。

ａ） 通報対象疾病とされており、疫学的状況又は関連事象のい
かなる変化も報告。
ｂ） 早期通報システムを最低限の条件とするサーベイランスシ

ステムを過去24か月間実施。
ｃ） 予防及び管理のための規制措置をコードに沿って実施。
ｄ） 過去24か月間、在来性のイヌ由来狂犬病ウイルス感染の
症例が、確認されていない。
ｄ） 第7.7章と整合した野良犬管理プログラムが実施されている。

第２条ter イヌ由来狂犬病清浄国
又は地域 その２

12

新規

イヌ由来狂犬病ウイルス清浄国又は地域

2)以下の事項は狂犬病のステイタスに影響を与えない。
‐予防的ワクチン接種
‐野生動物における狂犬病ウイルスの存在
‐人の狂犬病の輸入症例
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第５条 狂犬病汚染国又は地域からの
イヌ、ネコ及びフェレットの

輸入に関する勧告

13

獣医当局は、当該動物が以下の第1号及び第2号、並びに第3号及び
第4号、又は第5号を満たす旨証明する、第5.11章の様式を遵守した
国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。
１）・２） 略
３）以下の各号のいずれかを満たすこと。

ａ） 製造業者の勧告に従い、ワクチン接種又はワクチン再接種を受
けたこと。当該ワクチンは、陸生マニュアルに従い製造及び使用され
たものとする。発送日前13ヶ月を超えて12ヶ月未満の間に、陸生マ
ニュアルに規定される抗体価検査を受けて、少なくとも0.5IU/mlの陽
性結果であったこと。
ｂ） （略）

改正、概要

第８条 イヌ由来狂犬病の
ＯＩＥ認定公的管理計画 その１

14

新規概要

本プログラムの目的は、加盟国がイヌ由来狂犬病の環境
を漸次改善し、最終的に第1.6章の規定に基づく自己清浄

化宣言を行うことができるようになることである。特定の対
策が一部の群のみを対象としていたとしても、公的管理計
画は国全体に適用されるべきである。

加盟国は、自主的な取組として、各国が本条に沿った対策
を開始した際には公的管理計画の認定を申請することが
できる。
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第８条 イヌ由来狂犬病の
ＯＩＥ認定公的管理計画 その２

15

新規概要

イヌ由来狂犬病の公的管理計画のOIE認定を受ける際、加盟国は以
下の取組を実施しなければならない。
１） 第1.1章の規定に沿った、定期的・迅速な動物疾病の報告記録。

２） イヌ由来狂犬病の管理を行う能力を獣医組織が持つことの証拠
を文書により提出。

３） 以下の各号の内容を含む、イヌ由来狂犬病の管理及び最終的
な撲滅のための計画の詳細の提出。
ａ） 取組期間
ｂ） 導入予定の管理計画の、効果を評価する評価指標
ｃ） イヌ由来狂犬病の公的管理計画が国全体に適用されているこ
とを示す文書

第８条 イヌ由来狂犬病の
ＯＩＥ認定公的管理計画 その３

16

新規概要

４）以下の内容を記載した、国内のイヌ由来狂犬病の状況
を示す文書の提出。
ａ） 最新の知見、知識格差及びイヌ由来狂犬病対策の
進捗に焦点を当てた、国内の疫学的状況の概要。

ｂ） 感染予防のための対策。
bbis) 発生を減少させ、少なくとも１つの地域で伝播をなく

すための早期摘発及び対応措置
ｃ） 野良犬を含むイヌの頭数管理。
ｄ） 公衆衛生や野生動物及び野生化動物の担当部局な
どとの協力合意あるいは計画
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第８条 イヌ由来狂犬病の
ＯＩＥ認定公的管理計画 その４

17

新規概要

イヌ由来狂犬病のサーベイランスが実施されていることの
証拠の提出
ａ） 第1.4章及び第8.14.9条を考慮したものであること。

ｂ） 診断能力及び手順が示されていること。これには疫
学調査のための診断期間への定期的なサンプルの提出を
含む。

第８条 イヌ由来狂犬病の
ＯＩＥ認定公的管理計画 その５

18

新規概要

公的管理プログラムの一貫としてワクチン接種を実施している
場合は以下を提出すること

ａ） ワクチン接種が義務的に行われており、また、陸生マニュ
アルに沿って行われていることの証拠
ｂ） ワクチンキャンペーンの詳細。特に以下の項目について。
ⅰ)対象数
ⅱ)ワクチンカバー率のモニタリング
ⅲ)使用ワクチンの仕様、取り締まり手続きの詳細
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第８条 イヌ由来狂犬病の
ＯＩＥ認定公的管理計画 その６

19

新規概要
７） 危機管理計画、発生に備えた対策の提出
OIEが認定した加盟国のイヌ由来狂犬病公的管理計画は、1.6．
Xbis条に基づき、提出された証拠に沿った対策を含む。維持のた

めのリストには、毎年の進捗状況の更新や、上記項目に関する大
きな変更に係る情報が含まれる。疫学的な状況の変化その他の
大きな影響を持ちうる出来事については、OIEに報告。

OIEは以下の何れかの証拠があった場合は認定を取り消す可能
性がある
‐ 計画の実施期間や計画の評価指標に関する遵法義務違反
‐ 獣医組織の活動に係る重大な問題
‐ 当該計画によって説明できず、また、収束させることのできない
イヌ由来狂犬病の発生数の増加

第９条 サーベイランスの一般規定
その１

20

新規概要

１） 加盟国は1.4章の規定に沿って選択されたサーベイランス
戦略が、流行状況を踏まえ、感染を発見するため適切なもので
あることを示さなければならない。また、サーベイランスは獣医
当局の責任の下で実施されなければならない。

狂犬病サーベイランスの対象となる疑い事例は、流涎、麻痺、
無気力、通常とは異なる攻撃性、通常とは異なる鳴き声の何れ
か１つ以上を示す動物とする。

80



第９条 サーベイランスの一般規定
その２

21

新規概要

特に、加盟国は下記を実施しなければならない。

ａ） 疑い事例の摘発及び調査を行うための公的な稼働中のシ
ステム

ｂ） 疑い事例に由来するサンプルを迅速に採取し、診断施設に
送付するための手続き

ｃ） 診断及びサーベイランスのデータを記録、運用及び分析す
るためのシステム

狂犬病サーベイランスは、狂犬病管理計画及び狂犬病ウイル
ス清浄国又は地域の維持の効率を示唆するデータを提供する。

第９条 サーベイランスの一般規定
その３

22

新規概要

２） 1.4章に示す事項の他、以下の事項が狂犬病サーベイラン
スを実施する上で重要である。
ａ） 一般の関心

獣医組織は一般市民の関心を高めるための取組を実施すべき
である。この対象には、いかなる疑い事例の確認時にも迅速な
通報が求められる獣医補助職、獣医師及び診断技術者も含む。
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第９条 サーベイランスの一般規定
その４

23

新規概要

ｂ） 臨床サーベイランス

臨床サーベイランスは狂犬病サーベイランスの重要な要素であ
り、疑い事例を発見する上で不可欠である。従って、その方法に
ついて定められているべきである。それは疑い事例の特定と調
査のためであり、また同時に、疑いが否定できない場合の診断
に必要なサンプル採取のためでもある。実験室における検査は
陸生マニュアルで推奨されているサンプリング方法、サンプル
の種類及び検査法に従い行うべきである。

第９条 サーベイランスの一般規定
その５

24

新規概要

ｃ） サンプリング

サーベイランス（サンプリングの誤りか）は疑い事例を対象とし
て行うべきである。一定の確率でサンプリングを行う方法は常に
有用とは限らない。その例として、健康動物を対象としたサンプ
リングで有用なサーベイランスデータが得られることは希である。
ｄ） 疫学調査
全ての国において、特に自己清浄宣言を検討している国又は
地域にあっては、ヒト及び動物の発生事例を対象とした継続的
な疫学調査と分離ウイルスの分子免疫学的分離が推奨され
る。このような調査により、感染経路、原因ウイルスの地理的起
源及び疫学的重要性が明らかとなる。
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第９条 サーベイランスの一般規定
その６

25

新規概要

ｅ） 他の機関との協力

獣医当局は、公衆衛生及び他の関係機関と適時協力するととも
に、ヒト及び動物における曝露を管理するための意思決定過程
において、情報を共有しなければならない。

すべての地域において、近隣諸国の獣医当局はイヌ由来狂犬
病の管理に協力すべきである。

論点

26

・今回新たに提案されているイヌ由来狂犬病清浄の概
念は我が国にとって受け入れ可能か。
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鳥インフルエンザにかかる
コードの改正について

1

資料１２－１

今般の報告書において、コード委員会はアドホッ
ク委員会の提案事項を紹介し、今後の改正の方
向性を示唆。

2

《第10.4章：鳥インフルエンザ》
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・鳥インフルエンザの定義
アドホック委員会は、HPAIのみを緊急通報の対

象とするとともに、LPAIについては、サーベイラン
ス、HPAIへの変異の可能性、公衆衛生上の問題、

６か月ごとの定期報告及び不適切な貿易障壁を
回避するための適切なリスク管理措置について
明記することを提案。

3

《第10.4章：鳥インフルエンザ》

・家きんの定義
アドホック委員会は、back yard poultry（裏庭養

鶏）と自家消費用の家きんをコードの対象外とす
ることを提案。

4

《第10.4章：鳥インフルエンザ》
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・安全物品
HPAI清浄国（LPAIは発生があっても可）に由来す

る生鮮家きん肉及び卵を安全物品として追加で
きないかと提案。

5

《第10.4章：鳥インフルエンザ》

・ワクチネーション

「ワクチン接種清浄」のカテゴリーを作り、ワクチ
ン接種国等の規定を設けることや、そうした地域
に由来する物品の貿易に係る取扱を定めること
を提案。

6

《第10.4章：鳥インフルエンザ》
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・サーベイランス
今後の改正を検討。

7

《第10.4章：鳥インフルエンザ》

・今後、アドホック委員会などでの検討を経て、加
盟国に改正原案が示される予定。

8

《第10.4章：鳥インフルエンザ》
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コード委員会の
今後の活動計画

1

資料１２－２

新規章起草又は改正のための予備協議
が始められた案件は次のとおり（詳細不明）。

活動計画には検討中の案件が多数記載
されており、今後のコード委員会の動向を
知る上で有用。（Annex33）

コード委員会に対して我が国から積極的
に検討開始を求めたい案件については、こ
の活動計画にコメントすることが必要。

2
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《第４章：疾病のコントロール》 新規検討

・バイオセキュリティ（新規）
・ゾーニングの適用（新規）

3

《第６章：公衆衛生》 新規検討

・産業動物におけるシガトキシン産生
性大腸菌（新規）

《第４章：疾病管理》 改正検討

・消毒
・精液の収集及び処理
・実験室由来の卵の収集及び処理

4

《第５章：貿易関連》 改正検討

・出発及び到着時の対策
・競走馬の証明書例
・ペットフードの証明書例

90



《第６章：獣医公衆衛生》 改正検討

・食肉検査

5

《第７章：動物福祉》 改正検討

・使役馬の動物福祉

《コード未設定の疾病》 新規検討

・ツェツェバエ媒介性トリパノソーマ
・クリミアコンゴ出血熱

6

《コード疾病》 改正検討

・鳥インフルエンザ
・BSE
・小反芻獣におけるトリパノソーマ感染症
・口蹄疫
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