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第 1.4 章 

動物衛生サーベイランス 

第 1.4.1 条 

序論及び目的 

1) サーベイランスは、一般に、感染若しくは外寄生がないことの立証、感染若しくは外寄生の

存在又は分布の決定、又は外来若しくは新興疾病のできる限り早期の発見を目的とする。

動物衛生サーベイランスは、疾病の傾向を監視し、感染又は外寄生疾病感染又は外寄生

の予防を容易にし、リスク分析で利用する情報を提供し、動物又は公衆衛生を目的に、衛

生措置の理論的根拠を実証し、そして貿易相手に対して保証する手段となる。適用され

るサーベイランスのタイプは、サーベイランスの目的、利用可能なデータ源及び意志決定

を支えるのに必要なアウトプットによって決まる。本章の一般的な勧告は、すべての感染又

は外寄生及びすべての感受性動物種（野生生物を含む）に適用される場合があり、さらに

精密にされる国又は地域の状況にあわせられる場合がある。特殊サーベイランスは、リスト

疾病別個別章に記載される。

2) 感染又は外寄生のレゼルボアとして振る舞い、人間及び家畜動物へのリスクの指標となる

ため、野生生物はサーベイランスシステムに含まれる。しかし、野生生物における感染又

は外寄生の存在は、同国又は地域の家畜動物における感染又は外寄生の存在を必ずし

も意味するものではなく、またその逆もしかりである。野生生物のサーベイランスは家畜の

それと大きく異なる課題を呈する。

3) 加盟国によるその動物衛生ステイタスの評価のための情報提供を可能にする要件は、以

下の各号である。

a) 当該加盟国が、第 3.1 章から第 3.4 章を遵守していること。

b) 可能な場合には、サーベイランスデータが、科学出版物、研究データ、個体群動態の

データ、動物生産におけるデータ、実地観察文書その他データ等のその他のデータ

源によって補完されること。

c) サーベイランス活動の企画、実行及び結果の透明性が、第 1.1 章に従うこと。

4) 本章の目的は、以下の各号である。

a) サーベイランスシステムの構成及び生み出すアウトプットのタイプの指針を示すこと。

参考資料１
※本資料は参考仮訳ですので、最終的な確認は原文をご参照ください。 
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b) サーベイランスシステムの品質を評価する勧告を示すこと。

第 1.4.2 条 

定義 

本章においては、以下の定義が適用される。 

バイアスとは、真の個体群のパラメータから一方に逸脱する評価の傾向をいう。 

信頼性とは、適用されるタイプのサーベイランスが、当該個体群が感染した場合に、感染又は

外寄生の存在を検出する確率をいい、当該サーベイランスの感受性に相当する。信頼性は、

他のパラメータの中で、とりわけ推定感染率又は推定外寄生率によって決まってくる。 

確率抽出法とは、すべての単位が、当該サンプル内に含有されるゼロではない既知の確率を

有している場合の、ひとつの採材戦略をいう。 

試料とは、サーベイランス情報を提供するためにテストが実施される又はパラメータが測定され

る母集団から抜き取られた要素（試料採取単位）の集まりをいう。 

試料採取単位とは、無作為抽出サーベイ又は非無作為抽出サーベイランスのいずれかにおい

て採取された単位をいう。これは動物個体又は疫学単位等の動物群である場合がある。これ

ら全体が、サンプリングフレームを構成する。 

感受性とは、テストによって陽性と正しく同定される真に陽性の単位の割合をいう。 

特異性とは、テストによって陰性と正しく同定される真に陰性の単位の割合をいう。 

調査対象母集団とは、サーベイランスデータを入手する個体群をいう。これは、標的母集団又

はその部分集合と同じ場合がある。 

サーベイランスシステムとは、動物集団の衛生状況に関する情報を生み出すために、ひとつ以

上のサーベイランスの構成要素を利用する方法をいう。

サーベイとは、明確に定められた期間内に、明確に定められた母集団の試料に関し、想定され

た目的のために、体系的に情報を収集するサーベイランスシステムの構成要素をいう。

標的母集団とは、それに関する結果が推定される対象になる母集団をいう。 

テストとは、ある感染又は外寄生に関し、ある単位を陽性、陰性又は疑症のいずれかに同定

するために使用される手段をいう。

第 1.4.3 条 
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サーベイランスシステム

サーベイランスシステムを計画し、実施、評価する際には、獣医組織の品質に加えて、以下の

要素について対処するものとする。

1. サーベイランスシステムの計画

a) 母集団

サーベイランスは、国、地域又はコンパートメントの当該感染又は外寄生に感受性の

あるすべての動物種を考慮に入れるものとする。当該サーベイランス活動は、当該母

集団のすべての個体又はその一部を対象とする場合がある。サーベイランスが、サブ

個体群に関してのみ実施される場合には、標的母集団の推定は、疾病当該感染又は

外寄生の疫学及び定められた標的個体群に対するサブ個体群が代表する程度に基

づき正当化されるものとする。 

適切な個体群の定義は、陸生コード疾病章の具体的勧告に基づくものとする。 

b) サーベイランスデータの時期及び一時的妥当性

サーベイランスの時期、期間及び頻度は、以下の要素を考慮して決定されるものとす

る。 

- サーベイランスの目的

- 生物学及び疫学（例：病原性、ベクター、伝播経路、季節性）

- 侵入及び拡散のリスク

- 飼養法及び生産システム

- 標的母集団へのアクセス 

- 地理的要素 

- 気象条件を含む環境的要因

サーベイランスは、当該感染又は外寄生並びにその侵入及び拡散のリスクを反映す

る頻度で実施されるものとする。 
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c) 症例の定義

それがある場合には、陸生コードの個別章の症例の定義が使用されるものとする。陸

生コードに症例の定義がない場合には、症例は、サーベイランス下の各疾病又は感染

のための明瞭な基準を使用し、定義付けられるものとする。野生生物の疾病又は感

染のサーベイランスに関しては、宿主動物の分類（属及び種を含む）を正しく同定し、

報告することが不可欠である。 

d) 疫学単位

サーベイランスシステムの関連する疫学単位は、サーベイランスの目的を満たすのに

適切であることを確保するよう明確に定められるものとする。 

e) クラスター形成

国、地域又はコンパートメントにおける感染又は外寄生は、母集団に均一に又は無作

為に分布するのではなく、むしろ集中的に発生する（クラスター形成する）のが普通で

ある。クラスター形成は、いくつかの異なる段階（例：動物群内の感染動物のクラスタ

ー、建屋内の房のクラスター、コンパートメントの農場のクラスター等）で発生する場合

がある。少なくとも、当該の動物母集団及び感染又は外寄生にとって最も有意なクラ

スター形成と判断されるレベルでのクラスター形成は、サーベイランス活動の計画及

びサーベイランスデータの統計学的分析において考慮されるものとする。

ebis) 診断テスト 

サーベイランスには、適切な症例の定義に従う、感染又は外寄生の検出が含まれる。

サーベイランスにおいて用いられる検査には、検査室内の詳細な検査から実地観察

及び生産記録の分析までが含まれる場合がある。 

個体群レベルの検査（実地観察を含む）の能力は、その感受性、その特異性及び予

測値に関連付けて記述する場合がある。罹病率と同様に、不完全な感受性又は特異

性は、サーベイランスの結果に影響を与えることになる。したがって、これらのパラメー

タは、サーベイランスシステムの計画及びサーベイランスデータの分析において考慮

されるものとする。 

検査室検査は、陸生マニュアルの関連する章に従って選択されるものとする。 

f) 分析の方法論

サーベイランスデータは、適切な方法論を使用し、それが疾病制御のための介入計

画又は衛生状況の立証を目的としているかにかかわらず、有効な意志決定を促す上

で適切な組織段階において分析されるものとする。 

      2
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サーベイランスデータの分析のための方法論は、実世界の複雑性に対応できる柔軟

なものであるものとする。すべての場合に適用可能な唯一の方法は存在しない。さま

ざまな方法論が、さまざまな宿主動物種、病原体、生産システム及びサーベイランス

システム並びに入手可能なデータ及び情報のタイプ及び量に適応するためには必要

になるかもしれない。

使用される方法論は、入手可能な最善の情報を基礎にするものとする。それはまた、

本章に従っており、十分詳細に文書化されており、可能な場合は科学文献その他の

データ源（専門家の意見を含む）を参照することによって裏付けられるものとする。サ

ーベイランスの目的と野外データの品質から正当であると見なされる場合にのみ、高

度な数学的又は統計学的分析は、実施されることがあるされるものとする。 

さまざまな方法論の適用の整合が推奨される。透明性は、公平性及び合理性、意志

決定における整合性並びに理解の容易さを確保するために不可欠である。不確実性、

設定された仮定及び最終結論に対するこれらの影響は、文書化されるものとする。 

g) サーベイランスシステムの範囲

サーベイランスシステムを計画する際には、サーベイランスの目的及び生み出す情報

がどう利用されるか、金銭的、技術的及び人的資源に加えて調査対象の母集団の代

表性及びバイアスの潜在的要因を含めた、生み出す情報の制限について考慮される

ものとする。 

h) フォローアップ

サーベイランスシステムの計画は、生み出す情報を基にどのような行動がとられるか

についての検討を含むものとする。 

2. サーベイランスシステムの実施

a) 診断テスト

サーベイランスには、適切な症例の定義に従う、感染又は外寄生の検出が含まれる。

サーベイランスにおいて用いられるテストには、検査室内の詳細な検査から実地観察

及び生産記録の分析までが含まれる場合がある。 

テストは、陸生マニュアルの関連する章に従って選択されるものとする。

i) 感受性及び特異性：個体群レベルのテスト（実地観察を含む）の能力は、その感

受性、その特異性及び予測値に関連付けて記述する場合がある。罹病率と同様

に、不完全な感受性又は特異性は、サーベイランスの結果に影響を与えることに

なる。したがって、これらのパラメータは、サーベイランスシステムの計画及びサー

ベイランスデータの分析において考慮されるものとする。 
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使用されるテストの感受性及び特異性の値は、それが使用される動物種毎に指

定されるものとし、その値の評価に使用される方法は陸生マニュアルの第 1.1.6

章に従って文書化されるものとする。 

ii) プール：多くの動物又は単位の試料がプールされ、それがテストのプロトコルの

対象になる場合がある。その結果は、当該特定のプールの大きさ及びテストの手順に

関し定められた又は推定された感受性及び特異性の値を使用して解釈されるものと

する。 

b) データの収集及び管理

サーベイランスシステムの成功は、データの収集及び管理に関する信頼できるプロセ

スに依存している。当該プロセスが、紙媒体の記録又はコンピュータ化に基づく場合も

ある。データがサーベイ以外の目的で収集される場合（疾病管理活動中、移動管理の

調査、疾病根絶計画中等）であっても、分析を容易にする形式での、データ収集及び

事象報告の整合性及び品質が、非常に重要である。ソフトウェアを使用することにより、

複数に由来するデータを、集計や分析のために抽出することが可能になる場合がある。

収集されたデータの品質に影響を与える要素には、以下に掲げるものが含まれる。 

— データを生成し、フィールドから中央への伝達に関与する者の配置及びそのコミュ

ニケーション。これは、とりわけ野生生物の関連データの場合には、政府機関又は

非政府機関その他すべての利害関係者の効率的な協力を必要とする。

— 欠損している、不整合の又は不正確なデータを発見し、それらの問題に対処する

データ処理システムの能力 

— 要約データの集積ではなく生データの保存 

— データ処理及び伝達中の転写エラーの最小化 

c) 品質保証

適切なデータ収集活動を実施するために、サーベイランスシステムは、すべての構成

要素が機能することを確保し、手順についての立証可能な証拠書類及び計画上記載

された手順からの大きな逸脱を検出するための基本的な検査法を提供するための定

期的な監査を受けるものとする。 

第 1.4.4 条 

サーベイランスの手法

      3
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サーベイランスシステムは、体系的な無作為又は非無作為確率に基づくまたは確率に基づか

ない方法で集められたデータを単独又は組合せて規定通りに使用する。サーベイランス源の

幅広い多様性が入手可能な事がある。これらは、主要な目的やそれらが提供可能なサーベイ

ランス情報の種類によって変化する。 

1. 疾病報告システム

疾病報告システムは獣医当局に通報される動物衛生関係の事象を基礎とする。疾病報

告システムから得られるデータは、動物衛生ステイタスの主張を実証すること、リスク分析

のためのデータを生成すること、又は早期警戒と対応を目的とする他のデータ源と組み合

わせて利用することができる。検査施設の効率的な支援は、いかなる報告システムにおい

ても、重要な構成要素である。疑臨床症例の確認を検査施設に頼っている報告システム

では、陸生マニュアルに記載されている高い特異性を有するテストを使用するものとする。 

たとえば人獣共通感染症の人間での症例や野生生物の感染又は外寄生等、疾病通報の

責任が獣医当局の所掌外にある場合には常に、獣医当局及び関連当局と間での有効な

コミュニケーション及びデータ共有が確立されるものとする。

参加型サーベイランスの手法は、疾病報告システムを支持する疫学情報を収集するのに

有用である場合がある。 

2. 管理プログラム及び衛生スキームによって生成されるデータ

特定の感染又は外寄生の管理又は撲滅に焦点を当てた管理プログラム又は衛生スキー

ムが、その他のサーベイランス目的に資するデータを生成することができる。

2. サーベイ

第1.4.3条で論じられた原則に加えて、サーベイを計画、実施及び分析する場合には、以

下の各号が考慮されるものとする。 

当該データ源は十分に記載されるものとし、テスト用単位の選定に使用された採材戦略の

詳細な記述が含まれるものとする。また、当該サーベイ計画に内在するおそれのあるバイ

アスに対し、考慮が払われるものとする。

a) サーベイの設計

標的及び調査対象母集団は、最初に明瞭に定められるものとする。サーベイ計画に

応じて、適切な採材単位が、ステージ毎に明確化されるものとする。 
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サーベイの計画は、検査される個体群の大きさ、構成及び分布に対する理解の程度、

当該感染の疫学並びに利用可能な資源に依存することになる。 

野生生物の母集団の大きさ、構成及び分布に関するデータは、しばしば存在しない。

ただし、それは、当該サーベイが計画される前に、可能な範囲で判断されるものとする。

そのような個体群データを収集及び解釈する場合には、専門家の意見が求められる

ものとする。歴史的な個体群データは、現在の個体群を反映していないおそれがある

ことから、更新されるものとする。 

b) 採材

i) 目的

個体群からの確率的採材の目的は、さまざまな環境及び生産システムがもたらす

現実的な制約を考慮の上、当該調査の目的にとって重要な個体群を代表する部

分集合の単位を選定することである。これにより調査対象母集団を統計的に有効

な方法で標的母集団に外挿することができる。個体群内の疫学単位を選定する

場合には、単純無作為選択等の確率抽出法が使用されるものとする。 

確率抽出法が実行不可能な場合には、確率に基づかない方法が適用される場

合があり、標的母集団を代表すると考えられうる試料を生成する現実的機会を最

も大きくするよう行われるものとする。確率に基づかない採材の目的は感染又は

外寄生を検出する可能性を最大化することである。しかしながら、リスク要因が荷

重された場合にのみ、この採材の型は、調査対象及び標的母集団の代表となりう

る。リスク要因の荷重は、関連する科学的証拠により裏付けられるものとし、サブ

個体群及び母集団の間のリスク及び割合の相対的差異を表すものとする。 

全ての段階で用いられる採材方法は、完全に文書化されているものとする。 

ii) 標本の規模

感染及び外寄生の有無を立証するために実施されるサーベイにおいては、標本

の規模を計算するために使われる方法は個体群の規模、当該サーベイの目的、

推定有病率、当該サーベイの結果に求められる信頼性の水準及び使用された検

査の能力によって決まる。 

加えて、パラメータ（例えば有病率）の推定のためにデザインされたサーベイでは、

推定に求める正確性に対しても考慮が払われるものとする。 

ⅲ) 標本の選択 
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— 確率に基づいた採材方法、例えば： 

・ 単純無作為抽出；

・ クラスター採材；

・ 層化採材；

・ 体系的採材；または

・ リスクベース採材

— 確率に基づかない採材方法、以下に依る： 

・ 利便性；

・ 専門家による選択；

・ 分配；

・ リスク。

3. リスクベースの手法

感染又は外寄生がより侵入又は発見されそうな、又は、よりまん延しそうな、又は、他の結

果（例えば甚大な経済的損失や貿易の制限など）を引き起こすようないくつかの選択され

たサブ個体群を標的としたサーベイランス活動は、検出効率を上げるのに有用であり、早

期発見、清浄性の主張及び疾病管理活動、罹病率の推定に資することが出来る。リスク

ベースの手法は、標本単位手法の確率抽出法及び非確率抽出法及びデータ収集に利用

することが出来る。抽出法の効果（すなわち、検出確率への影響）は推定されるものとす

る。 

リスクベースの手法は、リスク評価に基づくものとし、サーベイランスのリソースを最大限に

活用する上で有用である。

4. と畜前及びと畜後検査

と畜場/食肉処理場での動物の検査は、価値あるサーベイランスデータを提供する場合が

ある。と畜場/食肉処理場における検査により特定の疾病の存在を摘発する際の感受性と

特異性は、以下の各項目すべての影響を受ける。 
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a) 臨床的及び病理学的症状

b) 検査担当職員の研修、経験及び数

c) 通報システムを含む、と畜前及びと畜後検査の監督における、所管当局の関与の度

合い所管当局の関与 

d) と畜場/食肉処理場の構造の質、と畜処理フローの速さ、照明の質等

e) 検査担当職員の独立性

と畜場/食肉処理場検査は、特定の月齢の群及び地理的領域だけをよく扱っている傾向

がある。と畜場/食肉処理場のサーベイランスデータは、特定のサブ個体群（例：特定層及

び月齢の動物のみが、大量に人の消費用にと畜される傾向がある）の代表でしかない場

合がある。このような制限は、サーベイランスデータを解析する際に認識されるものとする。 

と畜場/食肉処理場の検査により得られたデータの有用性は、動物を由来とする動物群又

は由来地に関連付ける効果的なトレーサビリティに依存する。 

5. 検査施設の研究記録

検査施設の研究記録は、サーベイランスのために有用なデータを提供する場合がある。

サーベイランスシステムの扱う範囲を広げるために、たとえば国の、認証された、大学の及

び民間の検査施設等の多様なデータ源を統合するものとする。 

異なる検査施設からの有効なデータ分析は、動物群若しくはフロック又は由来地を保証す

る検体トレーサビリティのメカニズムと同様に、標準化された診断手順及び標準化されたデ

ータの記録及び翻訳の手法の存在にも依存する。 

6. 生物学的検体バンク

検体バンクは、典型的な試料採取若しくは機に乗じて採取された保管検体から構成され

る。検体バンクが、感染又は外寄生の歴史的清浄性の主張に対する支持を提供する等遡

及的な調査に貢献する場合があり、それに代わるアプローチよりも早くて低費用で、ある

種の調査の実施を可能にする場合もある。 
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57. センチネル単位のサーベイランス

センチネル単位のサーベイランスは、疾病又は感染の発生を発見することを目的とし

て、特定の場所において、既知の衛生又は免疫状態の一頭以上の動物を特定し、定

期的に検査を行うものである。センチネル単位は、侵入または再興リスク、感染又は

外寄生の可能性、費用その他の実施上の制約に依存する標的型サーベイランスに応

じたターゲットサーベイランスを可能とする。センチネル単位は感染又は外寄生の清

浄性若しくはそれらの分布の証拠を提供する場合がある。

68. 臨床観察サーベイランス

野外における動物の臨床観察は、サーベイランスデータの重要なデータ源である。臨

床観察の感受性及び特異性は、疑い事例を定義する上で使われる基準に強く依存

する。データの比較を可能とするために、症例の定義が標準化されているものとする。

野外における潜在的な観察者に対する症例の定義の適用や報告に関する研修は重

要である。理想的には、陽性観察の数と観察総数の両方が記録されるものとする。 

79. 症候群性データサーベイランス

罹病及び死亡率、生産記録及びその他のパラメータを含む衛生データの定期分析は、感

染又は外寄生の発生の変化を示す兆候を得るために利用できる。ソフトウェアの使用は、

統合や分析のための症候性のデータの抽出の見込みを提供がする場合がある。 

810. その他の有用なデータ

a) 管理プログラム及び衛生スキームによって生成されるデータ

特定の感染又は外寄生の管理又は撲滅に焦点を当てた管理プログラム又は衛生ス

キームが、その他のサーベイランス目的に資するデータを生成することができる。

b) 検査施設の研究記録

検査施設の研究記録は、サーベイランス、特に遡及的な調査、のために有用なデータ

を提供する場合がある。サーベイランスシステムの扱う範囲を広げるために、たとえば

国の、認証された、大学の及び民間の検査施設等の多様なデータ源を統合するもの

とする。 

異なる検査施設からのデータの有効な分析は、動物群又はフロック由来地と検体のト

レーサビリティを確保するメカニズムと同様に、標準化された診断手順及び標準化さ
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れたデータの記録と解釈の手法を含む品質管理及び品質保証体制があるかどうかに

も依存する。 

c) 生物学的検体バンク

検体バンクは、典型的な試料採取若しくは機に乗じて採取された保管検体から構成

される。検体バンクが、感染又は外寄生の歴史的清浄性の主張に対する支持を提供

する等遡及的な調査に貢献する場合があり、それに代わるアプローチよりも早くて低

費用で、ある種の調査の実施を可能にする場合もある。 

da) 野生生物データ 

サーベイランス用の野生生物の検体が、猟師及びわな猟師、路上轢死動物、野生動

物肉市場、狩猟動物の衛生検査、一般大衆による罹病・死亡観察、野生生物自然復

帰センター、野生生物学者及び野生生物機関現場要員、農家その他の土地所有者、

動物研究家並びに自然保護論者等の供給源から入手可能な場合がある。全個体数

調査データ、長期トレンド、繁殖実績等の野生生物データは、疫学目的で使用される

農場生産記録と同様な方法で使用することができる。 

eb) 公衆衛生データ 

人獣共通感染症に関して、公衆衛生データは動物衛生ステイタスの潜在的変化の指

標となる場合がある。獣医当局は公衆衛生当局と協力して、特定の特殊サーベイラン

スシステムに統合するために情報共有するものとする。 

fc) 環境的データ 

降雨、気温、極端な気候現象、第 1.5 章に記載の潜在的ベクターの出現及び増殖等、

関連する環境的データも、サーベイランスシステムに統合されるものとする。 

gd) 追加的支持データ、例えば： 

i) 宿主個体群の分布を含む、当該感染又は外寄生の疫学に関するデータ

ii) 人間を介した移動及び野生動物の自然に従った渡りを含む、動物の移動について

のデータ

iii) 動物及び動物物品の貿易パターン
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iv) 遵守状況及び有効性についての情報を含む、国の動物衛生規則

v) 汚染されたおそれのある物質の輸入歴

vi) 実施されているバイオセキュリティ

vii) 感染又は外寄生の侵入リスク 

9. サーベイランス結果の組合せ及び解釈

サーベイランスの目的によって、複数のデータ源の組合せがシステムの全体的な感受性

の指標となる場合があり、結果の信頼性を高上させる場合がある。複数のデータ源からの

証拠を組み合わせるために利用する方法論は、科学的に有効であり。十分に文書化され、

公表資料を参照しているものとする。 

同じ国、地域又はコンパートメントから異なる時期に収集されたサーベイランス情報は、動

物衛生ステイタスの累積的な証拠となる場合がある。累積の信頼度を得るために、繰り返

し実施されたサーベイが分析される場合がある。 

間欠的に又は持続的に集められたサーベイランス情報の分析は、可能であれば、古い情

報の価値が低減してしまうことを考慮して、情報を収集した時期を統合するものとする。 

使用される検査の感受性及び特異性及び各データ源からのデータの完全性も、最終的な

全体の信頼性の推定において考慮されるものとする。 

複数のデータ源を基にしたサーベイランスシステムの妥当性の分析において、獣医当局

は、各サーベイランスの構成要素の根本的な目的を考慮した上で、全体の感受性に対す

る各構成要素の関連する影響を考慮するものとする。 

動物衛生サーベイランスシステムの結果は、一つ又はそれ以上の生じ得るバイアスの対

象となる。結果の評価の際には、関心対象のパラメータについて過大評価又は過小評価

し得る、生じ得るバイアスを特定するように注意を払うものとする。 

第 1.4.5 条 

サーベイ計画の検討

第 1.4.3 条で論じられた原則に加えて、サーベイを計画、実施及び分析する場合には、以下

の各号が考慮されるものとする。 
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1. サーベイのタイプ

サーベイは標的母集団全体（全数検査）又は試料に実施される場合もある。

感染又は外寄生の清浄性を文書化するために実施されるサーベイは、確率ベースの抽出

法を使って実施されるものとし、これにより調査対象母集団を統計的に有効な方法で標的

母集団に外挿することができる。 

当該データ源は十分に記載されるものとし、テスト用単位の選定に使用された採材戦略の

詳細な記述が含まれるものとする。また、当該サーベイ計画に内在するおそれのあるバイ

アスに対し、考慮が払われるものとする。

2. サーベイの設計

標的及び調査対象母集団は、最初に明瞭に定められるものとする。サーベイ計画に応じて、

適切な採材単位が、ステージ毎に明確化されるものとする。 

サーベイの計画は、検査される個体群の大きさ、構成及び分布に対する理解の程度、当

該感染の疫学並びに利用可能な資源に依存することになる。 

野生生物の母集団の大きさ、構成及び分布に関するデータは、しばしば存在しない。ただ

し、それは、当該サーベイが計画される前に、可能な範囲で判断されるものとする。そのよ

うな個体群データを収集及び解釈する場合には、専門家の意見が求められるものとする。

歴史的な個体群データは、現在の個体群を反映していないおそれがあることから、更新さ

れるものとする。 

3. 採材

a) 目的

個体群からの採材の目的は、さまざまな環境及び生産システムがもたらす現実的な制約

を考慮の上、当該調査の目的にとって重要な個体群を代表する部分集合の単位を選定

することである。個体群内の疫学単位を選定する場合には、単純無作為選択等の確率抽

出法が使用されるものとする。確率抽出法が実行不可能な場合には、確率に基づかない

方法が適用される場合があり、標的母集団を代表する試料を生成する現実的機会を最も

大きくするよう行われるものとする。確率に基づかない採材の目的は感染又は外寄生を検

出する可能性を最大化することである。しかしながら、この採材の型は、調査対象及び標

的母集団の代表ではない。 

用いられる採材方法は、全ての段階においても十分に文書化されているものとする。 

b) 標本の規模

感染及び外寄生の有無を立証するために実施されるサーベイにおいては、標本の規模を

計算するために使われる方法は個体群の規模、当該サーベイの目的、推定まん延率、当
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該サーベイの結果に求められる信頼性の水準及び使用されたテストの能力によって決ま

る。 

加えて、パラメータ（例えば罹病率）を評価にあたっては、評価の適切な正確性に対しても

考慮が払われるものとする。 

c) 標本は次のいずれかから選ばれる場合がある。

i. 確率に基づいた採材方法、例えば：

– 単純無作為抽出；

– クラスター採材；

– 層化採材；

– 体系的採材；または

ii. 確率に基づかない採材方法、以下に依る：

– 利便性；

– 専門家による選択；

– 分配；

– リスク。

第 1.4.5 条 

早期警戒システム 

早期警戒システムは、獣医感染及び外寄生の発生、侵入又は出現の適時発見、特定及び報

告に不可欠であり、緊急時対応において不可欠な構成要素である。早期警戒システムは、獣

医当局の管理下にあるものとし、以下の項目を含むものとする。 

1) 獣医サービスによる標的動物群の適切な扱い

2) 関連する感染又は外寄生の診断及び鑑別能力のある検査施設 

3) 獣医師、獣医補助職、家畜所有者又は管理者及び農場からと畜場/食肉処理場におけ

るその他の動物取扱い者に対する、普通ではない動物衛生事象の発見及び報告につい

ての研修及び啓蒙プログラム 
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4) 以下の情報と共に獣医師及びその他関連する利害関係者が、獣医当局に対して疑い症

例又は通報対象疾病又は新興疾病を判明している内容の説明とともに通報する法的責

務 

‒ 観察された臨床徴候又は病変の簡潔な説明と共に、疑われる疾病又は病原体、又は、

関連する検査機関の検査結果

‒ 原発部位及び後続発生部位における兆候が最初に認められた日付

‒ 感染が疑われる施設及び飼育舎の名前及び住所又は地理学的位置

‒ 人での感染可能性を含む、感染した動物種、及び発症動物及び死亡動物の概数

‒ 侵入防止対策、及び予防的な動物、畜産物、関係者、車両及び器具の移動制限を

含む初期対応

5) 以下の各号を考慮に入れて行う症例を確認し、更なる行動に向けた現状の正確な知識

を入手するための、獣医当局による、疑い症例又は症例に対する疫学的調査 

全ての疑い症例に対する調査は、陽性又は陰性の結果を示すものとする。判断基準は症

例の定義の前に確立されるものとする。陸生コードまたは陸生マニュアルの関連条に従い、

臨床的及びと畜後検査、疫学的情報、検査結果又はこれの組み合わせにもとづき確認さ

れうるものとする。 

‒ 施設、飼育舎又は地方に入る際に見られる侵入防止対策 

‒ 行われる臨床検査（動物の数及び種類） 

‒ 調査者及び動物の所有者の安全を含む、サンプリング方法及び検体の取扱機器及

び検体の取扱手順とともに、検体症状を示している、又は示していない動物から採材

された材料（動物の数及び種類）

‒ 試験のためにサンプルを送付する方法

‒ 感染した施設、飼育舎又は地域の規模及び侵入可能経路

‒ 施設及びその周囲の類似又は感受性である可能性のある動物のおおよその数の調

査

‒ 感染施設、飼育舎又は地域の間での感受性である可能性のある動物又は車両又は

人のあらゆる最近の移動

‒ 例えば、野生動物における疑い疾病の存在又は異常な媒介動物の活動など、他のあ

らゆる関連する疫学的情報
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‒ 陽性であれ、陰性であれ、全ての疑い症例に対する調査は結果を提供するものとす

る。症例の特定に先んじて、基準が策定されているものとする。 

6) 獣医当局と関連する利害関係者間のコミュニケーションについての効果的なシステム

7) 国内の命令系統

早期警戒システムは、緊急時対応において不可欠な構成要素である。 

リスト疾病が発見された際には、1.1 章に基づき、OIE に通報がされるものとする。 

第 1.4.6 条 

疾病又は感染の清浄性を立証するのためのサーベイランス 

本条は、歴史的清浄性の認定を含む感染又は外寄生の清浄性を宣言するための一般的原

則を規定する。 

1. 清浄性の立証

感染及び外寄生の清浄性を立証するサーベイランスシステムは、第 1.4.3 条に概説され

る一般的原則に加えて、以下にしたがうものとする。

清浄性は、当該国、地域又はコンパートメントにおける病原体動物個体群の中に感染又は

外寄生の不在を含意する。科学的方法は、感染の有無の絶対的確実性を提供することは

できない。したがって、歴史的清浄性を除く、清浄性の立証には、特定病原体の感染が、

存在する場合には、指定された割合よりも低い割合で当該個体群に存在することを望まし

い信頼水準で（加盟国が受け入れ可能な信頼性の水準で）立証する十分な証拠の提供

を必要とする。

ただし、いかなる罹病率であったとしても、当該標的母集団において感染又は外寄生の証

拠が認められる場合には、陸生コードの関連章に別に規定される場合を除いて、清浄性

の主張は自動的に無効になる。同一の国又は地域の野生生物に存在するにおいて感染

又は外寄生が存在する場合にはの、家畜動物のステイタスに対する意義については、陸

生コードの各疾病に関する関連章の指摘に従い、状況毎に評価されるものとする。

標的型無作為抽出及び非無作為抽出のリスクベースデータ源集からの証拠が、前述のと

おり、サーベイランスの感度信頼性の水準を高める、又は体系的サーベイと比較して同等

の信頼性の水準で低い罹病率を検出できる場合がある。
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2. 国又は地域における感染又は外寄生の清浄性宣言するための必須要件

a. 陸生コードの関連章で特筆されていない場合の要件

i) 当該感染又は外寄生が通報疾病であること。

ii) すべての関連動物種に対し、早期通報システムが整備されていること。

iii) 感染又は外寄生の侵入を防止する措置が、整備されていること。

iv) 当該疾病に対するワクチン接種が実施されていないこと。

iv) 当該国又は地域の野生生物内に感染又は外寄生が定着していることが既知で

はないこと。

b. 歴史的清浄性：陸生コードの関連章で特筆されていないとき、以下の場合には、公的

に病原特異的なサーベイランスプログラムを適用せずに国又は地域を清浄と見なす

場合がある。

i) 少なくとも 10 年間

- 疾病に対するワクチン接種が実施されていないこと

- a.に示された要件が少なくとも過去 10 年間、満たされている。

ii) 病原体が、感受性動物において、特定可能な臨床的又は病理学的症状を呈す

傾向にある。

iii) 少なくとも 25 年間、当該感染又は外寄生の発生がない又は同期間、根絶が達

成されている。

c. 歴史的清浄性が達成立証できない場合：

i) 少なくとも、サーベイランスが行われている期間と同じ間、a.に示された要件が満

たされている。 

ii) 本章及び存在する場合は陸生コードの関連章に記載された病原特異的なサーベ

イランスが適用されており、いかなる感染又は外寄生の発生も発見されていない。

3. コンパートメントにおける感染又は外寄生の清浄性を宣言するための要件
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a. 少なくとも、サーベイランスが行われている期間と同じ間、2.a)i)から ivⅲ)に示され

た要件を満たしている。 

b. 本章及び存在する場合は陸生コードの関連章に記載された現行の病原特異的サー

ベイランスが適用されており、いかなる感染又は外寄生の発生も発見されていない。

4. 感染又は外寄生の清浄性を維持するための要件

陸生コードの関連章で特筆されていない場合には、陸生コードの規定に従って清浄性を

達成している国又は地域は、以下の場合、その清浄ステータスを維持する場合がある。

a. 当該感染又は外寄生が通報疾病であること。

b. すべての関連動物種に対し、早期通報システムが整備されていること。

c. 感染又は外寄生の侵入を防止する措置が、整備されていること。

d. 感染又は外寄生の発生傾向に適したサーベイランスが実施されていること。病原体の

全ての明確な侵入経路を示すリスク評価により支持され、病原体が、疾病の疑われる

動物において明確な臨床的又は病理学的症状を呈す傾向があれば、特殊サーベイ

ランスは実施する必要が無い場合がある。

e. 当該疾病に対するワクチン接種が実施されていないこと。

ef) 野生生物内に感染又は外寄生が定着していることが既知ではないこと。野生動物群

内の感染又は外寄生が存在していないことを証明する十分な疫学データを収集する

ことが困難なことがある。このような状況においては、一連の支持根拠をこの評価を行

うために利用するものとする。 

第 1.4.7 条 

疾病管理プログラムによるサーベイランスの検討 

サーベイランスは疾病管理プログラムの重要な構成要素であり、感染又は外寄生、その他の

衛生関連事象の分布及び発生の決定に利用することが出来る。特定の感染又は外寄生の管

理又は根絶についての意志決定の進捗及び方法を評価するために利用することが出来る。 

特定の感染又は外寄生の管理又は根絶についての意志決定の進捗を評価するために利用

するサーベイランスは、以下のような多様な変数に関するデータの収集のため計画されるもの

とする。 

1) 感染又は外寄生の罹病率又は発生率
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2) 疾病率及び死亡率

3) リスク要因の頻度及びその定量化

4) 検査施設での試験結果の頻度分布

5) ワクチン接種後のモニタリング結果

6) 野生生物での感染及び外寄生の頻度分布

これらの変数の空間的及び時間的分布及び、例えば第 1.4.4 条の 810)に示された野生生物、

公衆衛生及び環境データ等のその他のデータは、疾病管理プログラムの評価において有用な

ものとなり得る。 

第 1.4.8 条 

早期通報システム 

早期通報システムは、感染及び外寄生の発生、侵入又は出現の適時発見、特定及び報告に

不可欠であり、以下の項目を含むものとする。 

1) 獣医サービスによる標的動物群の適切な扱い

2) 効果的な疾病の検査及び報告

3) 関連する感染又は外寄生の診断及び鑑別能力のある検査施設 

4) 獣医師、獣医補助職、家畜所有者又は管理者及び農場からと畜場/食肉処理場におけ

るその他の動物取扱い者に対する、普通ではない動物衛生事象の発見及び報告につい

ての研修及び啓蒙プログラム 

5) 関連する利害関係者が、獣医当局に対して疑い症例又は通報対象疾病又は新興疾病を

通報する法的責務 

6) 獣医当局と関連する利害関係者間のコミュニケーションについての効果的なシステム

7) 国内の命令系統
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早期通報システムは、緊急時対応において不可欠な構成要素である。 

第 1.4.9 条 

サーベイランス結果の組合せ及び翻訳

サーベイランスの目的によって、複数のデータ源の組合せがシステムの全体的な感受性の指

標となる場合があり、結果の信頼性を高上させる場合がある。複数のデータ源からの証拠を組

み合わせるために利用する方法論は、科学的に有効であり。十分に文書化され、公表資料を

参照しているものとする。 

同じ国、地域又はコンパートメントから異なる時期に収集されたサーベイランス情報は、動物衛

生ステイタスの累積的な証拠となる場合がある。繰り返されるサーベイは、信頼性を提供する

ために分析される場合がある。 

間欠的に又は持続的に集められたサーベイランス情報の分析は、可能であれば、古い情報の

価値が低減してしまうことを考慮して、情報を収集した時期を統合するものとする。 

使用される検査の感受性及び特異性及び各データ源からのデータの完全性も、最終的な全体

の信頼性の推定において考慮されるものとする。 

複数のデータ源を基にしたサーベイランスシステムの妥当性の分析において、獣医当局は、各

サーベイランスの構成要素の根本的な目的を考慮した上で、全体の感受性に対する各構成

要素の関連する影響を考慮するものとする。 

動物衛生サーベイランスシステムの結果は、一又はそれ以上の生じ得るバイアスの対象となる。

結果の評価の際には、関心対象のパラメータについて過大評価又は過小評価し得る、生じ得

るバイアスを特定するように注意を払うものとする。 
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C H A P T E R  1 . 4 .  

A N I M A L  H E A L T H  S U R V E I L L A N C E  

Article 1.4.1. 

Introduction and objectives 

1) In general, surveillance is aimed at demonstrating the absence of infection or infestation, determining the
presence or distribution of infection or infestation or detecting as early as possible exotic diseases or
emerging diseases. Animal health surveillance is a tool to monitor disease trends, to facilitate the control of
infection or infestation disease infection or infestation, to provide data for use in risk analysis, for animal or
public health purposes, to substantiate the rationale for sanitary measures and for providing assurances to
trading partners. The type of surveillance applied depends on the objectives of the surveillance, the
available data sources and the outputs needed to support decision-making. The general recommendations
in this chapter may be applied to all infections or infestations and all susceptible species (including wildlife) 
and may be refined adapted to national or local settings. Specific surveillance is described in some listed 
disease-specific chapters.

2) Wildlife may be included in a surveillance system because they can serve as reservoirs of infection or
infestation and as indicators of risk to humans and domestic animals. However, the presence of an infection
or infestation in wildlife does not mean it is necessarily present in domestic animals in the same country or
zone, or vice versa. Surveillance in wildlife presents challenges that may differ significantly from those in
surveillance in domestic animals. 

3) Prerequisites to enable a Member Country to provide information for the evaluation of its animal health
status are: 

a) that the Member Country complies with the provisions of Chapters 3.1. to 3.4. on Veterinary Services; 

b) that, where possible, surveillance data be complemented by other sources of information, such as
scientific publications, research data, population demographic data, animal production data,
documented field observations and other data; 

c) that transparency in the planning, execution and results of surveillance activities, is in accordance with
Chapter 1.1. 

4) The objectives of this chapter are to: 

a) provide guidance on the design of a surveillance system and the type of output it should generate;

b) provide recommendations to assess the quality of surveillance systems. 

Article 1.4.2. 

Definitions 

The following definitions apply for the purposes of this chapter: 

Bias: means a tendency of an estimate to deviate in one direction from a true population parameter. 

Confidence: means the probability that the type of surveillance applied would detect the presence of infection or 
infestation if the population were infected and is equivalent to the sensitivity of the surveillance. Confidence 
depends on, among other parameters, the assumed prevalence of infection or infestation. 
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Probability sampling: means a sampling strategy in which every unit is chosen at random and has a known non-
zero probability of inclusion in the sample. 

Sample: means the group of elements (sampling units) drawn from a population, on which tests are performed or 
parameters measured to provide surveillance information. 

Sampling unit: means the unit that is sampled, either in a random survey or in non-random surveillance. This 
may be an individual animal or a group of animals, such as an epidemiological unit. Together, they comprise the 
sampling frame. 

Sensitivity: means the proportion of infected sampling units that are correctly identified as positive.  

Specificity: means the proportion of uninfected sampling units that are correctly identified as negative. 

Study population: means the population from which surveillance data are derived. This may be the same as the 
target population or a subset of it. 

Surveillance system: means the use of one or more surveillance components to generate information on the 
health status of animal populations. 

Survey: means a component of a surveillance system to systematically collect information with a predefined goal 
on a sample of a defined population group, within a defined period. 

Target population: means the population to which conclusions are to be inferred. 

Test: means a procedure used to classify a unit as either positive, negative or suspect with respect to an infection 
or infestation. 

Article 1.4.3. 

Surveillance systems  

In designing, implementing and assessing a surveillance system, the following components should be addressed 
in addition to the quality of Veterinary Services. 

1. Design of surveillance system

a) Populations

Surveillance should take into account all animal species susceptible to the infection or infestation in a
country, zone or compartment. The surveillance activity may cover all individuals in the population or
only some of them. When surveillance is conducted only on a subpopulation, inferences to the target
population should be justified based on the epidemiology of the disease infection or infestation and the 
degree to which the subpopulation is representative of the target population stated. 

Definitions of appropriate populations should be based on the specific recommendations of the relevant 
chapters of the Terrestrial Code. 

b) Timing and temporal validity of surveillance data 

The timing, and duration and frequency of surveillance should be determined taking into consideration
factors such as: 

– objectives of the surveillance; 

– biology and epidemiology (e.g. pathogenesis, vectors, transmission pathways, seasonality);

– risk of introduction and spread; 
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– husbandry practices and production systems;

– accessibility of target population;

– geographical factors;

– environmental factors, including climate conditions. 

Surveillance should be carried out at a frequency that reflects the epidemiology of the infection or 
infestation and the risk of its introduction and spread. 

c) Case definition

Where one exists, the case definition in the relevant chapter of the Terrestrial Code should be used. If
the Terrestrial Code does not give a case definition, a case should be defined using clear criteria for
each infection or infestation under surveillance. For wildlife infection or infestation surveillance, it is
essential to correctly identify and report host animal taxonomy, including genus and species.

d) Epidemiological unit

The relevant epidemiological unit for the surveillance system should be defined to ensure that it is
appropriate to meet the objectives of surveillance.

e) Clustering

Infection or infestation in a country, zone or compartment usually clusters rather than being uniformly
or randomly distributed through a population. Clustering may occur at a number of different levels (e.g.
a cluster of infected animals within a herd or flock, a cluster of pens in a building, or a cluster of farms
in a compartment). Clustering should be taken into account in the design of surveillance activities and
considered in the statistical analysis of surveillance data, at least at what is judged to be the most
significant level of clustering for the particular animal population and infection or infestation. 

ebis) Diagnostic tests 

Surveillance involves the detection of infection or infestation according to appropriate case definitions. 
Tests used in surveillance may range from detailed laboratory examinations to clinical observations 
and the analysis of production records.  

The performance of a test at the population level (including field observations) may be described in 
terms of its sensitivity, specificity and predictive values. Imperfect sensitivity or specificity, as well as 
prevalence, will have an impact on the conclusions drawn from surveillance. Therefore, these 
parameters should be taken into account in the design of surveillance systems and analysis of 
surveillance data.  

Laboratory Ttests should be chosen in accordance with the relevant chapters of the Terrestrial Manual. 

f) Analytical methodologies

Surveillance data should be analysed using appropriate methodologies and at the appropriate
organisational level to facilitate effective decision-making, whether it be for planning disease control
interventions or demonstrating health status. 

Methodologies for the analysis of surveillance data should be flexible to deal with the complexity of real
life situations. No single method is applicable in all cases. Different methodologies may be used to
accommodate different host species, pathogenic agents, production systems and surveillance systems,
and types and amounts of data and information available. 

4 

OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/ September 2018 

Annex 8 (contd) 

The methodology used should be based on the best data sources available. It should also be in 
accordance with this chapter, fully documented and, whenever possible, supported by reference to 
scientific literature and other sources, including expert opinion. Sophisticated mathematical or 
statistical analyses should only may be carried out only when justified by the objectives of the 
surveillance and the availability and quality of field data. 

Consistency in the application of different methodologies should be encouraged. Transparency is 
essential in order to ensure objectivity and rationality, consistency in decision-making and ease of 
understanding. The uncertainties, assumptions made, and the effect of these on the final conclusions 
should be documented. 

g) Scope of the surveillance system 

When designing the surveillance system consideration should be given to the purposes of surveillance
and how the information it generates will be used, the limitations of the information it will generate,
including representativeness of the study population and potential sources of bias as well as the
availability of financial, technical and human resources. 

h) Follow up actions

The design of the surveillance system should include consideration of what actions will be taken on the
basis of the information generated.

2. Implementation of the surveillance system 

a) Diagnostic tests

Surveillance involves the detection of infection or infestation according to appropriate case definitions. 
Tests used in surveillance may range from detailed laboratory examinations to clinical observations 
and the analysis of production records.  

Tests should be chosen in accordance with the relevant chapters of the Terrestrial Manual. 

i) Sensitivity and specificity: The performance of a test at the population level (including field
observations) may be described in terms of its sensitivity, specificity and predictive values. 
Imperfect sensitivity or specificity, as well as prevalence, will have an impact on the conclusions 
from surveillance. Therefore, these parameters should be taken into account in the design of 
surveillance systems and analysis of surveillance data. 

The sensitivity and specificity values of the tests used should be specified for each species in 
which they may be used and the method used to estimate these values should be documented in 
accordance with Chapter 1.1.6. of the Terrestrial Manual. 

ii) Pooling: Samples from a number of animals or units may be pooled and subjected to a testing
protocol. The results should be interpreted using sensitivity and specificity values that have been
determined or estimated for that particular pool size and testing procedure. 

b) Data collection and management 

The success of a surveillance system is dependent on a reliable process for data collection and
management. The process may be based on paper or electronic records. Even where data are
collected for non-survey purposes (e.g. during disease control interventions, inspections for movement 
control or during disease eradication schemes), the consistency and quality of data collection and
event reporting in a format that facilitates analysis is critical. Software may offer the possilibity of
extraction of multiple source data for aggregation and analysis. Factors influencing the quality of
collected data include: 
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– the distribution of, and communication between, those involved in generating and transferring
data from the field to a centralised location; this requires effective collaboration among all
stakeholders, such as government or non-governmental organisations, and others, particularly for
data involving wildlife; 

– the ability of the data processing system to detect missing, inconsistent or inaccurate data, and to
address these problems; 

– maintenance of raw data rather than the compilation of summary data;

– minimisation of transcription errors during data processing and communication.

3. Quality assurance

Surveillance systems should be subjected to periodic auditing to ensure that all components function and
provide verifiable documentation of procedures and basic checks to detect significant deviations of
procedures from those specified in the design, in order to implement appropriate corrective actions. 

Article 1.4.4. 

Surveillance methods 

Surveillance systems routinely use structured random and non-random data collected by probability-based or 
non-probability-based methods, either alone or in combination. A wide variety of surveillance sources may be 
available. These vary in their primary purpose and the type of surveillance information they are able to provide. 

1. Disease reporting systems 

Disease reporting systems are based on reporting of animal health-related events to the Veterinary Authority. 
Data derived from disease reporting systems can be used in combination with other data sources to
substantiate claims of animal health status, to generate data for risk analysis or for early warning and
response. Effective laboratory support is an important component of any reporting system. Reporting
systems relying on laboratory confirmation of suspected clinical cases should use tests that have high
specificity as described in the Terrestrial Manual.

Whenever the responsibility for disease reporting falls outside the scope of the Veterinary Authority, for
example human cases of zoonotic diseases or infections or infestations in wildlife, effective communication
and data sharing should be established with between the Veterinary Authority and other relevant authorities.

Participatory surveillance methods may be useful to collect epidemiological data that can support disease
reporting systems. 

2. Data generated by control programmes and health schemes 

While focusing on the control or eradication of specific infections or infestations, control programmes or 
health schemes can be used to generate data that can contribute to other surveillance objectives.  

2. Surveys

In addition to the principles in Article 1.4.3., the following should be considered when planning, implementing 
and analysing surveys. 

Surveys may be conducted on the entire target population (i.e. a census) or on a sample. 

The sources of data should be fully described and should include a detailed description of the sampling
strategy used for the selection of units for testing. Also, consideration should be given to any biases that
may be inherent in the survey design. 
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a) Survey design

The target and study populations should first be clearly defined. Depending on the design of the survey,
appropriate sampling units should be defined for each stage. 

The design of the survey will depend on the knowledge of the size, structure and distribution of the
population, the epidemiology of the infection or infestation and the resources available. 

Data on the size, structure and distribution of wildlife populations often do not exist. However, they
should be estimated to the extent possible before the survey is designed. Expert opinion can be sought 
in the gathering and interpretation of such population data. Historical population data should be
updated since these may not reflect current populations. 

b) Sampling

i) Objective 

The objective of probability sampling from a population is to select a subset of units that is
representative of the population of interest with respect to the objective of the study, taking into 
account practical constraints imposed by different environments and production systems so that 
data from the study population can be extrapolated to the target population in a statistically-valid 
manner. When selecting epidemiological units within a population, probability-based sampling, 
such as a simple random selection, should be used. 

Where probability-based sampling is not feasible, non-probability-based methods may be applied 
and should provide the best practical chance of generating a sample that is can be considered as 
representative of the target population. The objective of non-probability based sampling  should 
be to maximise the likelihood of detection of the infection or infestation. However, this type of 
sampling may not only be representative of the study and target population, unless if risk factors 
are weighted. and tThose weights should be underpinned by relevant scientific evidence and 
should capture the relative differences in risk and proportion between the subpopulation and the 
population.   

The sampling method used at all stages should be fully documented. 

ii) Sample size

In surveys conducted to demonstrate the presence or absence of an infection or infestation the 
method used to calculate sample size depends on the size of the population, the design of the
survey, the expected prevalence and possible clustering, the level of confidence desired of the
survey results and the performance of the tests used. 

In addition, for surveys designed to estimate a parameter (e.g. prevalence) consideration should
be given to the desired precision of the estimate.

iii) Sample selection

— probability-based sampling methods, such as: 

 simple random selection; 

 cluster sampling;

 stratified sampling;

 systematic sampling; or

 risk-based sampling.
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— non-probability-based sampling methods, depending on: 

 convenience;

 expert choice;

 quota;

 risk. 

3. Risk-based methods

Surveillance activities targeting selected subpopulations in which an infection or infestation is more likely to
be introduced or found, or more likely to spread, or cause other consequences (e.g. large economic losses
or trade restrictions) are useful to increase the efficiency of detection and can contribute to early detection,
freedom claims, disease control activities, and estimation of prevalence. Risk-based methods can be used
for both probability-based and non-probability-based selection of sampling units methods and data collection.
The effect of the selection (i.e. its impact on probability of detection) should be estimated.

Risk-based methods should be based on risk assessment and are useful to optimise the use of surveillance 
resources.

4. Ante-mortem and post-mortem inspection 

Inspection of animals at slaughterhouses/abattoirs may provide valuable surveillance data. The sensitivity
and specificity of slaughterhouse/abattoir inspection for detecting the presence of specified diseases will be
influenced by: 

a) clinical and pathological signs;

b) the training, experience and number of the inspection staff; 

c) the extent to which the Competent Authority is involved involvement of the Competent Authority in the
supervision of ante-mortem and post-mortem inspection, including reporting systems; 

d) the quality of construction of the slaughterhouse/abattoir, speed of the slaughter chain, lighting quality,
etc.; and 

e) independence of the inspection staff. 

Slaughterhouse/abattoir inspections are likely to provide good coverage for particular age groups and 
geographical areas only. Slaughterhouse/abattoir surveillance data may only be representative of a 
particular subpopulation (e.g. only animals of a particular class and age are likely to be slaughtered for 
human consumption in significant numbers). Such limitations should be recognised when analysing 
surveillance data. 

The usefulness of data generated by slaughterhouse/abattoir inspections is dependent on effective animal 
traceability that relates animals to their herd or flock or locality of origin. 

5. Laboratory investigation records 

Laboratory investigation records may provide useful data for surveillance. Multiple sources of data such as 
national, accredited, university and private sector laboratories should be integrated in order to increase the 
coverage of the surveillance system.  

Valid analysis of data from different laboratories depends on the existence of standardised diagnostic 
procedures and standardised methods for data recording and interpretation as well as a mechanism to 
ensure the traceability of specimens to herd or flock or locality of origin. 
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6. Biological specimen banks

Specimen banks consist of stored specimens, gathered through representative sampling or opportunistic 
collection. Specimen banks may contribute to retrospective studies, including providing support for claims of 
historical freedom from infection or infestation, and may allow certain studies to be conducted more quickly 
and at lower cost than other approaches. 

57. Surveillance of Ssentinel units 

Surveillance of Ssentinel units involve the identification and regular testing of one or more animals of known 
health or immune status in a specified geographical location to detect the occurrence of infection or
infestation. Sentinel units provide the opportunity to target surveillance depending on the risk of introduction
or re-emergence, likelihood of infection or infestation, cost and other practical constraints. Sentinel units may 
provide evidence of freedom from, or distribution of, infection or infestation, or of their distribution. 

68. Clinical observations surveillance

Clinical observations of animals in the field are an important source of surveillance data. The sensitivity and
specificity of clinical observations are highly dependent on the criteria used to define a suspected case. In
order to allow comparison of data, the case definition should be standardised. Training of potential field
observers in the application of the case definition and reporting is important. Ideally, both the number of
positive observations and the total number of observations should be recorded. 

79. Syndromic data surveillance 

Systematic analysis of health data, including morbidity and mortality rates, production records and other
parameters can be used to generate signals that may be indicative of changes in the occurrence of infection 
or infestation. Software may offer the prospect of extraction of syndromic data for aggregation and analysis.

810. Other useful data sources

a) Data generated by control programmes and health schemes 

While focusing on the control or eradication of specific infections or infestations, control programmes or
health schemes can be used to generate data that can contribute to other surveillance objectives. 

b) Laboratory investigation records 

Laboratory investigation records may provide useful data for surveillance, in particular for retrospective 
studies. Multiple sources of data such as national, accredited, university and private sector laboratories 
should be integrated in order to increase the coverage of the surveillance system.  

Valid analysis of data from different laboratories depends on the existence of quality control and quality 
assurance systems, including standardised diagnostic procedures and standardised methods for data 
recording and interpretation as well as a mechanism to ensure the traceability of specimens to herd or 
flock or locality of origin. 

c) Biological specimen banks 

Specimen banks consist of stored specimens, gathered through representative sampling or
opportunistic collection. Specimen banks may contribute to retrospective studies, including providing
support for claims of historical freedom from infection or infestation, and may allow certain studies to be
conducted more quickly and at lower cost than other approaches. 

da) Wildlife data 

Specimens for surveillance from wildlife may be available from sources such as hunters and trappers, 
road-kills, wild animal meat markets, sanitary inspection of hunted animals, morbidity and mortality 
observations by the general public, wildlife rehabilitation centres, wildlife biologists and wildlife agency 
field personnel, farmers and other landholders, naturalists and conservationists. Wildlife data such as 
census data, trends over time, and reproductive success can be used in a manner similar to farm 
production records for epidemiological purposes. 
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eb) Public health data 

For zoonotic diseases public health data may be an indicator of a potential change in the animal health 
status. The Veterinary Authority should coordinate with human health authorities and share data for 
integration into specific surveillance systems. 

fc) Environmental data 

Relevant environmental data such as rainfall, temperature, extreme climatic events, presence and 
abundance of potential vectors as described in Chapter 1.5., should also be integrated into the 
surveillance system.  

gd) Additional supporting data such as:  

i) data on the epidemiology of the infection or infestation, including host population distribution; 

ii) data on animal movements, including transhumance and natural wildlife migrations; 

iii) trading patterns for animals and animal products; 

iv) national animal health regulations, including information on compliance and effectiveness; 

v) history of imports of potentially infected material; 

vi) biosecurity in place; and 

vii) the risk of introduction of infection or infestation. 

9. Combination and interpretation of surveillance results 

Depending on the objective of surveillance, the combination of multiple sources of data may provide an 
indication of the overall sensitivity of the system and may increase the confidence in the results. The 
methodology used to combine the evidence from multiple data sources should be scientifically valid, and fully 
documented, including references to published material. 

Surveillance information gathered from the same country, zone or compartment at different times may 
provide cumulative evidence of animal health status. Repeated surveys may be analysed to provide a 
cumulative level of confidence. However, the combination of data collected over time from multiple sources 
may be able to achieve an equivalent level of confidence. 

Analysis of surveillance information gathered intermittently or continuously over time should, where possible, 
incorporate the time of collection of the information to take the decreased value of older information into 
account. The sensitivity and specificity of tests used and completeness of data from each source should also 
be taken into account for the final overall confidence level estimation. 

In assessing the efficiency of the surveillance system based on multiple sources, the Veterinary Authority 
should consider the relative contribution of each component to the overall sensitivity, while considering the 
primary objective of each surveillance component. 

Results from animal health surveillance systems are subject to one or more potential biases. When 
assessing the results, care should be taken to identify potential biases that can inadvertently lead to an over-
estimate or an under-estimate of the parameters of interest. 
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Article 1.4.5. 

Considerations in survey design 

In addition to the principles in Article 1.4.3., the following should be considered when planning, implementing and 
analysing surveys. 

1. Types of surveys 

Surveys may be conducted on the entire target population (i.e. a census) or on a sample.  

Surveys conducted in order to document freedom from infection or infestation should be conducted using 
probability-based sampling methods so that data from the study population can be extrapolated to the target 
population in a statistically valid manner. 

The sources of data should be fully described and should include a detailed description of the sampling 
strategy used for the selection of units for testing. Also, consideration should be given to any biases that 
may be inherent in the survey design. 

2. Survey design 

The target and study populations should first be clearly defined. Depending on the design of the survey, 
appropriate sampling units should be defined for each stage. 

The design of the survey will depend on the knowledge of the size, structure and distribution of the 
population, the epidemiology of the infection or infestation and the resources available. 

Data on the size, structure and distribution of wildlife populations often do not exist. However, they should be 
estimated to the extent possible before the survey is designed. Expert opinion can be sought in the 
gathering and interpretation of such population data. Historical population data should be updated since 
these may not reflect current populations. 

3. Sampling 

a) Objective 

The objective of probability sampling from a population is to select a subset of units that is 
representative of the population of interest with respect to the objective of the study, taking into account 
practical constraints imposed by different environments and production systems. When selecting 
epidemiological units within a population, probability sampling, such as a simple random selection, 
should be used. Where probability sampling is not feasible, non-probability based methods may be 
applied and should provide the best practical chance of generating a sample that is representative of 
the target population. The objective of non-probability based sampling is to maximise the likelihood of 
detection of the infection or infestation. However, this type of sampling will not be representative of the 
study and target population.  

The sampling method used at all stages should be fully documented. 

b) Sample size 

In surveys conducted to demonstrate the presence or absence of an infection or infestation the method 
used to calculate sample size depends on the size of the population, the design of the survey, the 
expected prevalence, the level of confidence desired of the survey results and the performance of the 
tests used. 

In addition, for surveys designed to estimate a parameter (e.g. prevalence) consideration should be 
given to the desired precision of the estimate.  

c) A sample may be selected by either: 

i) probability-based sampling methods, such as: 

– simple random selection; 

– cluster sampling; 

– stratified sampling; 

– systematic sampling; or 

ii) non-probability-based sampling methods, depending on: 

– convenience; 

– expert choice; 

– quota; 

– risk. 
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Article 1.4.5. 

Early warning systems 

An early warning system is essential for the timely detection, reporting and communication of occurrence, 
incursion or emergence of diseases, infections or infestations, and is an integral component of emergency 
preparedness. It should be under the control of the Veterinary Authority and should include the following: 

1) appropriate coverage of target animal populations by the Veterinary Services; 

2) laboratories capable of diagnosing and differentiating relevant infections or infestations; 

3) training and awareness programmes for veterinarians, veterinary paraprofessionals, livestock owners or 
keepers and others involved in handling animals from the farm to the slaughterhouse/abattoir, for detecting 
and reporting unusual animal health incidents; 

4) a legal obligation by veterinarians and other relevant stakeholders to report suspected cases or cases of 
notifiable diseases or emerging diseases to the Veterinary Authority, with following information including the 
description of the findings:. 

‒ the disease or pathogenic agent suspected, with brief descriptions of clinical signs or lesions observed, 
or laboratory test results as relevant; 

‒ the date when the signs were first noticed at the initial site and any subsequent sites; 

‒ the names and addresses or geographical locations of suspected infected establishments or premises; 

‒ the animal species affected, including possible human cases, and the approximate numbers of sick 
and dead animals; 

‒ initial actions taken, including biosecurity and precautionary movement restrictions of animals, products, 
staff, vehicles and equipment; 

5) epidemiological investigations of suspected cases and cases conducted by the Veterinary Services, taking 
into account the following: in order to confirm the case and to acquire accurate knowledge of the situation for 
further action. 

 All suspected case investigations should provide a result, either positive or negative. Criteria should be 
established in advance for a case definition. Confirmation can be made on clinical and post-mortem grounds, 
epidemiological information, laboratory test results or a combination of these, in accordance with relevant 
articles of the Terrestrial Code or Terrestrial Manual. 

‒ biosecurity to be observed when entering and leaving the establishment, premises or locality; 

‒ clinical examinations to be undertaken (number and types of animals); 

‒ samples to be taken from animals showing signs or not (number and types of animals), with specified 
sampling and sample handling equipment and sample handling procedures, including for the safety of 
the investigator and animal owners; 

‒ procedure for submitting samples for testing; 

‒ size of the affected establishment, premises or locality and possible entry pathways; 

‒ investigation of the approximate numbers of similar or possibly susceptible animals in the 
establishment and its surroundings; 

‒ details of any recent movements of possibly susceptible animals or vehicles or people to or from the 
affected establishments, premises or locality; 
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‒ any other relevant epidemiological information, such as presence of the suspected disease in wildlife or 
abnormal vector activity; 

‒ all suspected case investigations should provide a result, either positive or negative. Criteria should be 
established in advance for a case definition; 

6) effective systems of communication between the Veterinary Authority and relevant stakeholders; 

7) a national chain of command. 

Early warning systems are an essential component of emergency preparedness. 

When a case of a listed disease is detected, notification shall be made to the OIE in accordance with Chapter 1.1. 

Article 1.4.6. 

Surveillance to demonstrate for freedom from an infection or infestation 

This article provides general principles for declaring freedom from an infection or infestation, including for the 
recognition of historical freedom. 

1. Demonstration of freedom 

A surveillance system to demonstrate freedom from an infection and infestation should meet the following, 
in addition to the general principles outlined in Article 1.4.3. 

Freedom implies the absence of the pathogenic agent infection or infestation in an animal population in the 
country, zone or compartment. Scientific methods cannot provide absolute certainty of this absence. 
Therefore, demonstrating freedom, except for historical freedom, involves providing sufficient evidence to 
demonstrate to a desired level of confidence (to a level of confidence acceptable to Member Countries) that 
infection or infestation with a specified pathogenic agent, if present, is present in less than a specified 
proportion of the population. 

However, finding evidence of infection or infestation at any prevalence in the target population automatically 
invalidates any freedom claim unless otherwise stated in the relevant chapter of the Terrestrial Code. The 
implications for the status of domestic animals of when infection or infestation is present in wildlife in the 
same country or zone should be assessed in each situation, as indicated in the relevant chapter of the 
Terrestrial Code.  

Evidence from probability-based and nonprobability risk-based data sources collection, as stated before, 
may increase the sensitivity of the surveillance level of confidence or be able to detect a lower prevalence 
with the same level of confidence as structured surveys. 

2. Requirements to declare a country or a zone free from an infection or infestation 

a) Prerequisites, unless otherwise specified in the relevant chapter of the Terrestrial Code: 

i) the infection or infestation has been a notifiable disease; 

ii) an early warning system has been in place for all relevant species; 

iii) measures to prevent the introduction of the infection or infestation have been in place; 

iv) no vaccination against the disease has been carried out; 

iv) the infection or infestation is not known to be established in wildlife within the country or zone. 

b) Historical freedom 

Unless otherwise specified in the relevant chapter of the Terrestrial Code, a country or zone may be 
considered free without formally applying a pathogen-specific surveillance programme when: 
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i) for at least the past 10 years: 

− no vaccination against the disease has been carried out;

− the prerequisites listed in point a) are complied with for at least the past 10 years;

ii) the pathogenic agent is likely to produce identifiable clinical or pathological signs in susceptible
animals; 

iii) for at least 25 years there has been  no occurrence of infection or infestation or eradication has
been achieved for the same length of time. 

c) Where historical freedom cannot be achieved demonstrated: 

i) the prerequisites listed in a) are have been complied with for at least as long as the surveillance 
has been in place; 

ii) pathogen-specific surveillance has been applied as described in this chapter and in the relevant
chapter of the Terrestrial Code, if it exists, and has not detected any occurrence of the infection or
infestation. 

3. Requirements to declare a compartment free from infection or infestation 

a) The prerequisites listed in points 2 a)i) to iiiiv) are complied with for at least as long as the surveillance
has been in place; 

b) ongoing pathogen-specific surveillance has been applied as described in this chapter and in the
relevant chapter of the Terrestrial Code, if they it exists,  and has not detected any occurrence of the
infection or infestation.

4. Recommendations for the maintenance of freedom from infection or infestation 

Unless otherwise specified in the relevant chapter of the Terrestrial Code, a country or zone that has
achieved freedom in accordance with the provisions of the Terrestrial Code may maintain its free status
provided that:

a) the infection or infestation is a notifiable disease; 

b) an early warning system is in place for all relevant species;

c) measures to prevent the introduction of the infection or infestation are in place;

d) surveillance adapted to the likelihood of occurrence of infection or infestation is carried out. Specific
surveillance may not need to be carried out if supported by a risk assessment addressing all identified
pathways for introduction of the pathogenic agent and provided it the pathogenic agent is likely to
produce identifiable clinical or pathological signs in susceptible animals; 

e) vaccination against the disease is not applied; 

ef) the infection or infestation is not known to be established in wildlife. It can be difficult to collect 
sufficient epidemiological data to prove absence of infection or infestation in wild animal populations. 
In such circumstances, a range of supporting evidence should be used to make this assessment. 

Article 1.4.7. 

Surveillance considerations in support of disease control programmes 

Surveillance is an important component in disease control programmes and can be used to determine the 
distribution and occurrence of infection or infestation or of other relevant health-related events. It can be used to 
assess progress and aid in decision-making in the control or eradication of selected infections or infestations. 

Surveillance used to assess progress in control or eradication of selected infections or infestations should be 
designed to collect data about a number of variables such as: 
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1) prevalence or incidence of infection or infestation; 

2) morbidity and mortality;

3) frequency of risk factors and their quantification;

4) frequency distribution of results of the laboratory tests; 

5) post-vaccination monitoring results; 

6) frequency distribution of infection or infestation in wildlife. 

The spatial and temporal distribution of these variables and other data such as wildlife, public health and 
environmental data as described in point 810) of Article 1.4.4. can be useful in the assessment of disease control 
programmes.  

Article 1.4.8. 

Early warning systems 

An early warning system is essential for the timely detection, identification and reporting of occurrence, incursion 
or emergence of infections or infestations, and should include the following: 

1) appropriate coverage of target animal populations by the Veterinary Services; 

2) effective disease investigation and reporting; 

3) laboratories capable of diagnosing and differentiating relevant infections or infestations; 

4) training and awareness programmes for veterinarians, veterinary paraprofessionals, livestock owners or
keepers and others involved in handling animals from the farm to the slaughterhouse/abattoir, for detecting 
and reporting unusual animal health incidents; 

5) a legal obligation by relevant stakeholders to report suspected cases or cases of notifiable diseases or
emerging diseases to the Veterinary Authority; 

6) effective systems of communication between the Veterinary Authority and relevant stakeholders; 

7) a national chain of command.

Early warning systems are an essential component of emergency preparedness. 

Article 1.4.9. 

Combination and interpretation of surveillance results 

Depending on the objective of surveillance, the combination of multiple sources of data may provide an indication 
of the overall sensitivity of the system and may increase the confidence in the results. The methodology used to 
combine the evidence from multiple data sources should be scientifically valid, and fully documented, including 
references to published material. 

Surveillance information gathered from the same country, zone or compartment at different times may provide 
cumulative evidence of animal health status. Repeated surveys may be analysed to provide a cumulative level of 
confidence. However, the combination of data collected over time from multiple sources may be able to achieve 
an equivalent level of confidence. 

Analysis of surveillance information gathered intermittently or continuously over time should, where possible, 
incorporate the time of collection of the information to take the decreased value of older information into account. 
The sensitivity and specificity of tests used and completeness of data from each source should also be taken into 
account for the final overall confidence level estimation. 
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In assessing the efficiency of the surveillance system based on multiple sources, the Veterinary Authority should 
consider the relative contribution of each component to the overall sensitivity, while considering the primary 
objective of each surveillance component. 

Results from animal health surveillance systems are subject to one or more potential biases. When assessing the 
results, care should be taken to identify potential biases that can inadvertently lead to an over-estimate or an 
under-estimate of the parameters of interest. 

____________________________ 
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第 5 部 

豚の疾病

第 15.1 章 

アフリカ豚コレラ

第 15.1.1bis 条 

安全な物品 

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 

2) ゼラチン

その他の豚由来物品は本章の該当箇条に基づいて安全に貿易されなければならない得る。 

第 15.1.2 条 

国、地域又はコンパートメントの ASF ステイタスの決定のための一般基準 

1) ASF が当該国全域で通報疾病であり、ASF を示唆する臨床症状を呈するすべての豚類

が、適切な現地検査又は検査施設検査を受けること。

2) ASF を示唆する症状を呈するすべての豚類の報告を奨励するため、継続的な啓蒙プログ

ラムが実施されていること。

3) 獣医当局が、当該国、地域又はコンパートメントのすべての家畜及び飼育野生豚群に関し、

最新情報及び権限を有していること。

4) 獣医当局が、当該国又は地域の野生豚及び野生化豚並びにアフリカ野生豚類の種類、

分布及び生息地の最新の情報を有していること。

参考資料２
※本資料は参考仮訳ですので、最終的な確認は原文をご参照ください。
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5) 家畜及び飼育野生豚に対し、第 15.1.27 条から第 15.1.30 条及び第 15.1.32 条に従い、適

切なサーベイランスが実施されていること。

6) 野生及び野生化豚並びにアフリカ野生豚類が当該国又は地域に生息する場合には、天

然又は人工の障壁の存在、野生及び野生化豚及びアフリカ野生豚類個体群の生態、並

びに関連がある場合にはヒメダニ属のダニの存在を踏まえた ASF まん延の可能性の評価

を考慮して、それに対し、第 15.1.31 条によるサーベイランスプログラムが実施されているこ

と。

7) 野生及び野生化豚及びアフリカ野生豚類個体群内の推定まん延リスクに基づき、第

15.1.31 条によるサーベイランスに基づき、家畜及び飼育野生豚個体群は、効果的に実施

管理された適切なバイオセキュリティーによって、野生及び野生化豚、アフリカ野生豚類個

体群並びにヒメダニ属のダニから分離され、関連があればヒメダニ属のダニから守られて

いること。

野生又は野生化若しくはアフリカ野生豚類の ASFV 感染が通報されても、本条の規定を遵守

する国からの、家畜又は飼育野生豚の産品を本章の関連する条項に従って安全に貿易するこ

とができる。 

第 15.1.3 条 

ASF 清浄国又は地域 

1. 歴史的清浄性

国又は地域は、第 1.4.6 条の規定が満たされ、かつ豚物品が第 15.1.7 条から 15.1.20 条の

規定に基づいて輸入されている場合には、病原特異的なサーベイランスをすることなく、

歴史的に ASF 清浄であるとみなすことができる。 

2. 全ての豚類の清浄性

本条第 1 項の要件を満たさない国又は地域は、第 15.1.2 条の全基準及び以下が満たさ

れる場合には、全ての豚類で ASF 清浄であるとみなすことができる。 

a) 過去 3 年間、第 15.1.27 条から第 15.1.32 条に従うサーベイランスが実施されている。

b) 過去 3 年間、ASFV 感染の症例がない。サーベイランスにより、オルニソドロス類のダ

ニの存在又は関与を示す証拠がなければ、当該期間を 12 か月に短縮できる。

c) 豚物品は第 15.1.7 から第 15.1.20 に基づいて輸入されている。

3. 家畜及び飼育野生豚の清浄性

野生化又は野生動物におけるアフリカ豚コレラウイルスの感染の症例を含め、本条第 1 項
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又は第 2 項の要件を満たさない国又は地域は、第 15.1.2 条、特に 7)、の全基準及び以下

が満たされる場合には、家畜及び飼育野生豚類において ASF 清浄であるとみなすことが

できる。 

a)  過去 3 年間、第 15.1.27 条から第 15.1.32 条に従うサーベイランスが実施されている。 

b) 過去 3 年間、家畜及び又は飼育野生豚類において ASFV 感染の発生症例がない。サ

ーベイランスにより、オルニソドロス類のダニの存在又は関与を示す証拠がなければ、

当該期間を 12 か月に短縮できる。 

c) 豚由来物品は第 15.1.7 から第 15.1.20 に基づいて輸入されている。 

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 15.1.22 条 

肉中の ASFV の不活化方法 

肉中の ASFV 不活化のため、以下の方法のいずれかひとつが使用されるものとする。 

1. 加熱処理 

肉は、以下のいずれかひとつを受けるものとする。 

a) Fo 値 3.00 以上の密閉容器による加熱処理 

b) 当該肉全体が最低 70℃の温度に達する少なくとも 30 分間の加熱処理を受けるものと

する。 

2. 乾燥保存豚肉 

塩漬けされる場合には、肉は、最短で 6 か月間、塩蔵乾燥保存されるものとする。 
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C H A P T E R  1 5 . 1 .  

INFECTION WITH AFRIC AN SWINE FEVER VIRUS 

[...] 

Article 15.1.1.-bis 

Safe commodities 

When authorising import or transit of the following commodities, Veterinary Authorities should not require any ASF 
related conditions, regardless of the ASF status of the exporting country or zone: 

1) canned meat in a hermetically sealed container with a F0-value of 3.00 or more above; 

2) gelatine. 

Other pig commodities of pigs should can be traded safely if in accordance with the relevant articles of this 
chapter. 

Article 15.1.2. 

General criteria for the determination of the ASF status of a country, zone or 
compartment 

1) ASF is a notifiable disease in the entire country, and all suids showing clinical signs suggestive of ASF are 
subjected to appropriate field and laboratory investigations; 

2) an ongoing awareness programme is in place to encourage reporting of all suids showing signs suggestive 
of ASF;  

3) the Veterinary Authority has current knowledge of, and authority over, all domestic and captive wild pig 
herds in the country, zone or compartment;  

4) the Veterinary Authority has current knowledge of the species of wild and feral pigs and African wild suids 
present, their distribution and habitat in the country or zone; 

5) for domestic and captive wild pigs, an appropriate surveillance programme in accordance with 
Articles15.1.27. to 15.1.30. and 15.1.32. is in place; 

6) for wild and feral pigs, and for African wild suids, if present in the country or zone, a surveillance programme 
is in place in accordance with Article 15.1.31., considering the presence of natural and artificial boundaries, 
the ecology of the wild and feral pig and African wild suid populations and an assessment of the likelihood of 
ASF spread including taking into account the presence of Ornithodoros ticks where relevant; 

7) the domestic and captive wild pig populations are separated by appropriate biosecurity, effectively 
implemented and supervised, from the wild and feral pig and African wild suid populations, based on the 
assessed likelihood of spread within the wild and feral pig and African wild suid populations, and 
surveillance in accordance with Article 15.1.31.; they are also protected from Ornithodoros ticks where 
relevant. 

Commodities of domestic or captive wild pigs can be traded safely in accordance with the relevant articles of this 
chapter from countries complying with the provisions of this article, even if they notify infection with ASFV in wild 
or feral pigs or African wild suids. 
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Article 15.1.3. 

Country or zone free from ASF  

1. Historical freedom 

A country or zone may be considered historically free from ASF without pathogen-specific surveillance if the 
provisions of point 1 a) of Article 1.4.6. are complied with. and pig commodities are imported in accordance 
with Articles 15.1.7. to 15.1.20. 

2. Freedom in all suids 

A country or zone which does not meet the conditions of point 1) above may be considered free from ASF in 
all suids when it complies with all the criteria of Article 15.1.2. and when: 

a) surveillance in accordance with Articles 15.1.27. to 15.1.32. has been in place for the past three years; 

b) there has been no case of infection with ASFV during the past three years; this period can be reduced 
to 12 months when the surveillance has demonstrated no evidence of presence or involvement of 
Ornithodoros ticks; 

c) pig commodities are imported in accordance with Articles 15.1.7. to 15.1.20. 

3. Freedom in domestic and captive wild pigs 

A country or zone which does not meet the conditions of point 1) or 2) above, including cases of infection 
with ASFV in feral or wild pigs, may be considered free from ASF in domestic and captive wild pigs when it 
complies with all the criteria of Article 15.1.2., especially point 7), and when: 

a) surveillance in accordance with Articles 15.1.27. to 15.1.32. has been in place for the past three years; 

b) there has been no case of infection with ASFV in domestic or captive wild pigs during the past three 
years; this period can be reduced to 12 months when the surveillance has demonstrated no evidence 
of presence or involvement of Ornithodoros ticks; 

c) pigs and pig commodities are imported in accordance with Articles 15.1.7. to 15.1.20. 

Commodities of domestic or captive wild pigs can be traded safely in accordance with the relevant articles of this 
chapter from countries free from ASF in domestic and captive wild pigs, even if they notify infection with ASFV in 
wild or feral pigs or African wild suids. 

[...] 

Article 15.1.22. 

Procedures for the inactivation of ASFV in meat 

For the inactivation of ASFV in meat, one of the following procedures should be used: 

1. Heat treatment 

Meat should be subjected to one of the following: 

a) heat treatment in a hermetically sealed container with a F0 value of 3.00 or more; or 

b) heat treatment for at least 30 minutes at a minimum temperature of 70°C, which should be reached 
throughout the meat. 

2. Dry cured pig meat 

Meat should be cured with salt and dried for a minimum of six months. 

[...] 

____________________________ 
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第 15.2 章 

豚コレラ 

第 15.2.1 条 

総則 

豚（Sus scrofa、家畜及び野生の両方）は、豚コレラウイルス（CSFV）の唯一の自然宿主である。

本章においては、以下に掲げるとおり区別する。 

－ 肉の生産又はその他の商用産品若しくは利用又は繁殖を目的に使用とされ、永続的に拘

束又は放牧されている家畜及び飼育野生豚 

－ 野生及び野生化豚 

陸生コードにおいては、豚コレラ（CSF）は、CSFV による豚の感染と定義される。 

以下の各号のいずれかが満たされた場合には、CSFV 感染が発生したことを意味する。 

1） CSFV の一株（ワクチン株を除く）が、豚の試料から分離されている。

2） CSF を示唆する臨床症状又は病理学的病変を呈している豚か否かにかかわらず、又は

CSF が確定した若しくは疑われる発生と疫学的に関連すると考えられる又は CSFV にあら

かじめ関係した若しくは接触した疑いが持たれる一頭以上の豚の試料中に、ウイルス抗原

又は CSFV に特異的な核酸（ワクチン株を除く）が特定検出されている又は CSFV の一株

に特異的なウイルスリボ核酸（RNA）が存在することが立証されている。

3） CSF に合致する臨床症状又は病理学的病変を呈している豚個体群の又は CSF が確定し

た若しくは疑われる発生と疫学的に関連する又は CSFV にあらかじめ関係した若しくは接

触した疑いが持たれる一頭以上の豚の試料中から、ワクチン接種又は他のペスチウイル

ス感染の結果ではない CSFV に対するウイルス特異抗体が特定検出されている。

豚は、CSFV の唯一の自然宿主である。豚の定義には、家畜又は野生のイノシシ（Sus scrofa）

のすべての品種が含まれる。本章においては、以下に掲げるとおり区別する。 

1) 肉の生産又はその他の商用生産若しくは利用又は当該種類の豚の繁殖に使用され、永

続的に拘束又は放牧されている家畜及び飼育野生豚 

2) 野生及び野生化豚

陸生コードにおいては、潜伏期間は 14 日であるものとする。出生前に CSFV に被爆した豚は、

参考資料３
※本資料は参考仮訳ですので、最終的な確認は原文をご参照ください。 
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出生時に症状を示さず、生涯を通じて持続的に感染し、疾病の症状を発現するまでに数ヶ月

の潜伏期間があるする場合がある。出生後に被爆した豚では、潜伏期間は２から 14 日であり、

感染性を有する期間は感染後通常５から 14 日であるが、慢性感染の場合には、3 ヶ月に及ぶ

こともある。出生後に CSFV に被爆した豚は感染性期間は最大３ヶ月となる。 

加盟国は、次条が満たされている場合には、野生及び野生化豚でのCSFV感染の通報を受け

て、家畜及び飼育野生豚の物品に対し、貿易禁止措置を課さないものとする。 

本章関連条に従う場合には、第15.2.2条の規定に従う国からは、当該国が野生又は野生化豚

の CSFV 感染を報告した場合においても家畜又は野生飼育豚の物品を安全に貿易することが

できる。 

診断法及びワクチンの基準は、陸生マニュアルに規定される。 

第 15.2.1bis 条 

安全物品 

以下の物品の輸入又は通過を認可する際に、輸出国又は地域の CFS ステータスに関わらず、

獣医当局は CSF に関連するいかなる条件も課さないこととする。 

1) F 値３以上で処理された密閉容器内の肉 

2) ゼラチン

他の豚物品は,本章関連条に従う場合には、安全に貿易されることができる。 

第 15.2.2 条 

国、地域又はコンパートメントの CSF ステイタスの決定に係る一般基準 

1） CSF はが当該領土全域で通報対象であり、CSF を示唆する臨床症状又は病理学的病変

を呈するすべての豚は、適切な現地検査又は検査施設検査を受けるものとする。

2） CSF を示唆する兆候を示すすべての豚症例の報告を奨励するため、継続的な啓蒙プログ

ラムが実施されるものとする。

3） 獣医当局は、当該国、地域又はコンパートメントのすべての家畜及び飼育野生豚個体群

に関し最新の情報を有し、それらに対する権限があるものとする。

4） 獣医当局は、当該国又は地域の野生及び野生化豚の個体数及び生息地に関する最新

の情報を有しているものとする。

5） 家畜及び飼育野生豚に対し、第 15.2.26 条から第 15.2.32 条に従い、適切なサーベイラン

スが実施される。
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6） 野生及び野生化豚が当該国又は地域に生息する場合には、天然又は人口の障壁の存在、

野生及び野生化豚個体群の生態並びに疾病まん延のリスクの評価を考慮して、それに対

し、第 15.2.31 条によるサーベイランスプログラムが実施される。

7） 野生及び野生化豚個体群内の推定まん延リスクに基づき、第 15.2.29 条に従い、家畜及

び飼育野生豚個体群は、適切な措置によって、野生及び野生化豚個体群から分離されて

いるものとする。

第 15.2.3 条 

CSF 清浄国又は地域 

国又は地域は、前条が遵守され、以下の各号が満たされる場合には、CSF 清浄であるとみな

すことができる。 

1） 第 15.2.26 条から第 15.2.32 条によるサーベイランスが、少なくとも過去 12 ヶ月間実施され

ている。

2） 過去 12 ヶ月間、家畜及び飼育野生豚に CSF の発生がない。

3） 過去 12 ヶ月間、家畜及び飼育野生豚に CSFV 感染の証拠が認められない。

4） 陸生マニュアル第 2.8.3 章に従い検証された、ワクチン接種豚と感染豚を区別する方法が

ない場合には、過去 12 ヶ月間、CSF に対するワクチン接種が、家畜及び飼育野生豚に対

し行われていない。

5） 輸入豚、及び輸入豚の物品が、第 15.2.7 条から第 15.2.14bis 条の要件を満たしている。

当該国又は清浄地域として申請された当該国又は地域は、提出された証拠が、第 1.6.109 条

の規定に基づき、OIE に受理されてはじめて、CSF 清浄国又は地域の名簿に記入される。 

当該名簿に引き続き記載されるためには、本条第 1 項、第２項又は第３項から第 5 項の情報が

毎年再提出され、疫学的状況その他の重要な事象の変化が、第 1.1 章の要件に従い OIE に

報告されることを必要とする。 

第 15.2.4 条 

CSF 清浄コンパートメント 

CSF 清浄コンパートメントの二国間での認定は、本章の関連要件並びに第 4.3 章及び第 4.4 章

に規定する原則に従うものとする。CSF 清浄コンパートメント内の豚については有効なバイオセ

キュリティを適用されている他のあらゆる豚と隔離されるものとする。 

第 15.2.5 条 

CSF 清浄国又は地域内の封じ込め地域の設定 
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以前は CSF 清浄の国又は地域内（防護地域内を含む）に限定的な発生又は症例がある場合

には、国又は地域の全域に対する影響を最小限に抑える目的で、すべての発生を含む封じ込

め地域を設定することができる。 

獣医当局は、当該地域を設定し、当該加盟国が当該プロセスの利益を十分に享受するために、

可能な限りすみやかに、OIE に対し、証拠文書を提出するものとする。 

サーベイランスプログラムは、第 4.3.3 条第 3 項の封じ込め地域設定要件のほかに、野生及び

野生化豚の関与並びにその分散予防措置を考慮するものとする。 

封じ込め地域外の区域の清浄ステイタスは、当該封じ込め地域が設定されるまでの間、失効

する。その区域の清浄ステイタスは、第15.2.6条の規定にかかわらず、当該封じ込め地域が明

確に設定されてはじめて回復することができる。国際貿易用の物品は、当該封じ込め地域の

外に由来することが立証されるものとする。 

封じ込め地域に CSF が再発した場合には、封じ込め地域の認定は取り消される、国又は地域

の清浄ステイタスは第 15.2.36 条の関連要件が満たされるまでの間、失効する。 

当該封じ込め地域の CSF 清浄ステイタスの回復は、第 15.2.6 条の規定に従い、その承認から

12 ヶ月以内に達成されるものとする。 

第 15.2.6 条 

清浄ステイタスの回復 

これまで清浄であった国又は地域で CSF が発生した場合には、当該清浄ステイタスは、第

15.2.2630 条から第 15.2.32 条によるサーベイランスが、以下の各号のいずれかの時点で実施

され、陰性の結果である場合に回復することができる。 

1) ワクチン接種を行わずにスタンピングアウト政策が実行された場合には、最終症例の処分

3 ヶ月後

2) 緊急ワクチン接種を伴うスタンピングアウト政策がが実行された場合には、以下の各号の

いずれかの時点

a） 最終症例及び又はすべてのワクチン接種動物のと畜 3 ヶ月後のいずれか遅い方、

b） 陸生マニュアル第 2.8.3 章に従い実証された、ワクチン接種豚と感染豚とを区別する

方法がある場合であって、ワクチンの接種を受けた動物がと畜されないときには、最

終症例の処分後 3 ヶ月後

3) スタンピングアウト政策が実施されない場合には、第 15.2.3 条の規定に従うものとする。

当該国又は地域は、提出された証拠が、第 1.6.9 条の規定に基づき、OIE が受理した場合の

み、CSF 清浄ステイタスを回復する。 
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第 15.2.6bis 条 

国内における汚染地域から清浄地域へのと畜を目的とした豚の直接輸送 

豚は、清浄地域のステイタスを危険にさらさないため、直近の指定と畜場/食肉処理場でと畜

することを目的として以下の各号の条件の下で、機械化された輸送機関によって、直接輸送さ

れる場合に限り、汚染地域から出発するものとする。 

1) と畜前少なくとも 30 日間、豚が出発元の飼育施設に導入されておらず、当該出発元の飼

育施設の豚に CSF の臨床症状を呈したものがいないこと。

2) と畜のための移動前少なくとも 3 ヶ月間、当該豚が出発元の飼育施設で飼育されているこ

と。

3) 移動前少なくとも 3 ヶ月間、出発元の飼育施設の半径 10km 以内に CSF の発生がなかっ

たこと。

4) 当該豚が、積載前に洗浄及び消毒された輸送機関によって、獣医サービスの監督下で、

途中他の豚と接触することなく、出発元の飼育施設から当該と畜場/食肉処理場まで直接

輸送されること。

5) 当該汚染地域からの豚が搬入され、その豚の肉が敷地内を離れるまでのを取り扱ってい

る間、そのと畜場/食肉処理場は、生鮮肉の輸出が承認されないこと。 

6) 輸送機関及び当該と畜場/食肉処理場は、使用後直ちに消毒を受けること。

当該豚は、第 6.2 章に従い、と畜前及びと畜後検査を受けて、良好な結果であり、当該肉は第

15.2.23 条に従い処理されているものとする。処理されるまでの間、これらの豚由来の生鮮肉は

識別され、他の豚製品と区別されるものとする。 

当該豚から製造される肉製品及びそれらと接触する製品は、汚染しているとみなされ、残存ウ

イルス残存する可能性のある CSFV を死滅するために、第 15.2.22 条又は第 15.2.24 条から第

15.2.25ter 条に従って処理されるものとする。 

第 15.2.6ter 条 

国内における封じ込め地域から清浄地域へのと畜を目的とした豚の直接輸送 

豚は、清浄地域のステイタスを危険にさらさないため、直近の指定と畜場/食肉処理場でと畜

することを目的として以下の各号の条件の下で、機械化された輸送機関によって、直接輸送さ

れる場合に限り、封じ込め地域を出発するものとする。 

1) 当該封じ込め地域は、第 15.2.5 条の要件に従い公式に設定されていること。

2) 当該豚が、積載前に洗浄及び消毒された輸送機関によって、獣医サービスの監督下にお

第 15.2 章 豚コレラ 

2018 年 9 月 OIE 陸生動物衛生コード委員会  6

いて、途中他の豚と接触することなく、出発元の飼育施設から当該と畜場/食肉処理場ま

で直接輸送されること。 

3) 当該封じ込め地域からの豚が到着し、それらの豚由来の肉が施設を離れるまでの間取り

扱っている間、そのと畜場/食肉処理場は、生鮮肉の輸出が承認されないこと。 

4) 輸送機関及び当該と畜場/食肉処理場は、使用後直ちに消毒を受ける対象になっている

こと。

当該豚は、第 6.2 章に従い、と畜前及びと畜後検査を受けて、良好な結果であり、当該肉は第

15.2.23 条に従い処理されているものとする。処理されるまでの間、これらの豚由来の生鮮肉は

識別され、他の豚製品と区別されるものとする。 

当該豚から製造される肉製品及びそれらと接触する製品は、汚染しているとみなされ、残存ウ

イルス残存する可能性のある CSFV を死滅するために、第 15.2.22 条又は第 15.2.24 条から第

15.2.25ter 条に従って処理されるものとする。 

第 15.2.7 条 

CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントからの輸入に関する勧告 

家畜豚及び飼育野生豚の輸入 

獣医当局は、当該豚動物が以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を

義務付けるものとする。 

1) 発送日に CSF の臨床症状を呈していなかったこと。

2) 誕生以来又は過去 3 ヶ月間、CSF 清浄国、地域又はコンパートメントで飼育されていたこ

と。

3) CSF のワクチン接種を受けていないこと、又は陸生マニュアル第 2.8.3 章に従い実証され

た、ワクチンの接種を受けた豚と感染豚とを区別する方法がない場合には、ワクチン接種

雌豚の子供ではないこと。

第 15.2.8 条 

CSF 清浄ではないに汚染しているとみなされる国又は地域からの輸入に関する勧告 

家畜豚及び飼育野生豚の輸入 

獣医当局は、当該豚動物が以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を

義務付けるものとする。 

1) 発送日に CSF の臨床症状を呈していなかったこと。
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2) 及び次の各号のいずれかを満たすこと

a) 誕生以来又は過去 3 ヶ月間、CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントで飼育されて

いたこと。又は、

b) 発送前の 28 日間動物検疫所に隔離され、動物検疫所に搬入後少なくとも 21 日後に

採取された試料に対してウイルス学的検査及び血清学的検査を行い、陰性の結果で

あること。

3) CSF のワクチンの接種を受けていないこと、又は陸生マニュアル第 2.8.3 章に従い実証さ

れた、ワクチンの接種を受けた豚と感染豚とを区別する方法がない場合には、ワクチンの

接種を受けた雌豚の子供ではないこと。

第 15.2.9 条 

野生豚及び野生化豚の輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国の CSF ステイタスにかかわりなく、当該豚動物が以下の各号を満たす旨

証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) 発送日に CSF の臨床症状を呈していなかったこと。

2) 発送前 2840 日間、動物検疫所で隔離飼育され、当該動物検疫所に導入後少なくとも 21

日目に採取された試料に対し実施されたウイルス学的検査及び血清学的検査を受けて、

陰性の結果であること。 

3) 陸生マニュアル第 2.8.3 章に従い実証された、ワクチンの接種を受けた豚と感染豚とを区

別する方法がない場合には、CSF のワクチン接種を受けていないこと。 

第 15.2.10 条 

CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントからの輸入に関する勧告 

家畜豚及び飼育野生豚の精液の輸入 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 供与雄動物が以下の条件を満たすこと。

a) 誕生以来又は採取前少なくとも 3 ヶ月間、CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントで

飼育されていたこと。

b) 当該精液の採取日に CSF の臨床症状を呈していなかったこと。

2) 当該精液が、第 4.5 章及び第 4.6 章の規定に従い、採取、処理及び保管されていたこと。
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第 15.2.11 条 

CSF 清浄ではないに汚染しているとみなされる国又は地域からの輸入に関する勧告 

家畜豚及び飼育野生豚の精液の輸入 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 供与雄動物が以下の各号の条件を満たすこと。

a) 誕生以来又は採取前少なくとも 3 ヶ月間、第 15.2.26 条から 15.2.32 条に従うサーベイ

ランスによって CSF の発生例が過去 12 ヶ月間ないことが証明された飼育施設 CSF 清

浄コンパートメントで飼育されていたこと。 

b) 当該受精卵の採取日及びその後の 40 日間、CSF の臨床症状を呈していなかったこ

と。

c) 次の各号のいずれかを満たすこと。

i) 採取当日に採取された血液試料がウイルス学的試験を受けて、陰性の結果であ

ること

ii) CSF に対するワクチンの接種を受けてなく、採取少なくとも 21 日後に採取された

試料に対して実施された血清学的検査を受けて、陰性の結果であること。

iii) CSF に対するワクチンの接種を受けており、採取少なくとも 21 日後に採取された

試料に対して実施された血清学的検査を受け、抗体がワクチンによるものである

ことが最終的に証明されていること。

iv) CSF に対するワクチン接種を受けており、採取日に採られた試料に関するウイル

ス学的検査が実施され、当該雄豚がウイルスゲノム陰性であることが最終的に証

明されていること 

2) 当該精液が、第 4.5 章及び第 4.6 章の規定に従い、採取、処理及び保管されていたこと。

第 15.2.12 条 

CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントからの輸入に関する勧告 

家畜豚の生体由来受精卵の輸入 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 供与雌豚が、次の各号を満たすこと当該受精卵の採取日に CSF の臨床症状を呈してい
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なかったこと。 

a) 生後又は当該受精卵採取日の少なくとも 3 ヶ月前から CSF 清浄国、地域又はコンパ

ートメントで飼育されていたこと。

b) 当該受精卵の採取日当日に CSF の臨床症状を呈していないこと。

2) 卵細胞を受精させるための精液が第 15.2.10 条又は第 15.2.11 条の規定の関連号を遵守

していること。

3) 当該受精卵が、第 4.7 章及び第 4.9 章の規定に適宜従い、採取、処理及び保管されていた

こと。

第 15.2.13 条 

CSF に汚染しているとみなされる清浄ではない国又は地域からの輸入に関する勧告 

家畜豚の生体由来受精卵の輸入 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 供与雌豚が以下の各号の条件を満たすこと。

a） 誕生以来又は採取前少なくとも 3 ヶ月間、CSF 清浄コンパートメント第 15.2.26 条から

15.2.32 条に従うサーベイランスによって CSF の発生例が過去 3 ヶ月間、無いことが証

明された飼育施設で飼育されていたこと。

b） 当該受精卵の採取日及びその後の 40 日間、CSF の臨床症状を呈していなかったこ

と。

c） 次の各号のいずれか一つに該当することを満たすこと。

i） 採取当日に採取された血液試料がウイルス学的検査を受けて、陰性の結果であ

ること

ii） CSF に対するワクチンの接種を受けてなく、採取少なくとも 21 日後に実施された

血清学的検査を受けて、陰性の結果であること。

iii） CSF に対するワクチンの接種を受けており、採取少なくとも 21 日後に採取された

試料に対して実施された血清学的検査を受け、陸生マニュアル第2.8.3章に従い

実証された方法によって、抗体がワクチンによるものであることが最終的に証明さ

れていること。 

2) 当該受精卵が、第4.7章及び第4.9章の規定に従い、適宜、採取、処理及び保管されてい

たこと。
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第 15.2.14 条 

CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントからの輸入に関する勧告 

家畜豚及び飼育野生豚の生鮮肉の輸入 

獣医当局は、当該全生鮮肉積送品が以下の各号の条件を満たす動物に由来するものである

旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) CSF 清浄の国、地域若しくはコンパートメントに飼育されていた又は第 15.2.7 条若しくは第

15.2.8 条に従い輸入されたものであること。

2) と畜場／食肉処理場でと畜され、該当と畜場／食肉処理場で第 6.2 章に従いと畜前及び

と畜後検査を受けて、CSF を示唆するいかなる徴候もないことが認められたこと良好な結

果であること。

第 15.2.14bis 条 

公的管理プログラムが存在する CSF 非清浄の国又は地域からの輸入に関する勧告 

飼育豚及び飼育野生豚の生鮮肉の輸入について 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 当該豚肉が由来する豚が第 15.2.8 条の規定に従う豚に由来すること。

2) 当該豚が、積載前に洗浄及び消毒された輸送機関によって、獣医当局の監督下において、

輸送されること。

3) 当該豚が、輸送中又はと畜場/食肉処理場において、輸出要件第 15.2.8 条を満たさない

他の豚との接触が無く、適切なと畜場/食肉処理場に直接輸送されること。 

4) 当該豚が次の各号を満たす承認されたと畜場/食肉処理場でと畜されたこと。

a) 輸出向けとして公的に獣医当局により承認指定されていること。

b) と畜前に実施された最後の消毒から輸出のためのと畜場/食肉処理場からの当該発

送が終わるまでの期間中、CSF が発見されなかったこと。 

5) 当該豚は、と畜前及びと畜後に第 6.2 条による検査を受けて、良好な結果であること。

6) 当該生鮮肉の CSFV の汚染源との接触交差汚染を回避するのに適切な措置が、加工後

採られていること。 

第 15.2.15 条 
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野生豚及び野生化豚の生鮮肉の輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国の CSF ステイタスにかかわりなく、当該全生鮮肉積送品が以下の各号の

条件を満たす動物豚に由来するものである旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付

けるものとする。 

1) 当該豚は第 15.2.3 条 第 1 項または第 2 項に従う CSF 清浄国又は地域で殺されたこと。

2) 獣医当局により輸出用として認可された検査施設センターにおいて、第 6.2 章に従いと畜

後の検査を受けて、CSF を示唆するいかなる徴候もないことが認められたこと良好な結果

であること。

3) 動物毎に試料が採取され、CSF のウイルス学的検査及び血清学的検査を受けて、陰性の

結果であること。 

第 15.2.16 条 

飼料への利用、農業若しくは工業利用又は薬学若しくは医学利用を目的とする豚の肉及び肉

製品の輸入に関する勧告 

輸入国の獣医当局は、当該産物肉製品が以下の各号のいずれかの条件を満たす旨証明する

国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) 以下の各号に従い処理されたものであること。

a） 第 15.2.14 条、第 15.2.14bis 条又は 15.2.15 条に規定する要件を満たす生鮮肉のみ

原料としていること。

b） 以下の各号を加工時において満たす施設で加工されていること。

i） 輸出用施設として獣医当局が認可していること。

ii） 第 15.2.14 条、第 15.2.14bis 条又は 15.2.15 条に規定する要件を満たす豚の肉

のみ処理していること。

2) 輸出用施設として獣医当局が認可した施設において、第 15.2.23 条の手順の一つに従っ

てい CSFV が殺滅されることを保証する加工が施され、当該産物の CSFV の汚染源との接

触交差汚染を回避するのに必要適切な措置が、加工後採られていること。

第 15.2.17 条 

飼料への利用を目的とする生鮮肉に由来しない豚産物の輸入に関する勧告 

輸入国の獣医当局は、当該産物が以下の各号のいずれかの条件を満たす旨証明する国際動

物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 
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1) CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントの家畜豚及び飼育野生豚を原料とし、輸出用施

設として獣医当局が認可した加工施設で処理されたこと。 

2) 輸出用施設として獣医当局が認可した施設において、CSFV が殺滅されることを保証する

加工が施され、当該産物の CSFV の汚染源との接触を回避するのに必要な措置が、加工

後採られていること。 

第 15.2.18 条 

農業又は工業利用を目的とする生鮮肉に由来しない豚産物の輸入に関する勧告 

輸入国の獣医当局は、当該産物が以下の各号のいずれかの条件を満たす旨証明する国際動

物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントの家畜豚及び飼育野生豚を原料とし、輸出用施

設として獣医当局が認可した加工施設で処理されていること。 

2) 輸出用施設として獣医当局が認可した施設において、CSFV が殺滅されることを保証する

加工が施され、当該産物の CSFV の汚染源との接触を回避するのに必要な措置が、加工

後採られていること。 

第 15.2.19 条 

獣毛の輸入に関する勧告 

輸入国の獣医当局は、当該産物獣毛が以下の各号のいずれかの条件を満たす旨証明する国

際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントの家畜豚又は及び飼育野生豚に由来し、輸出用

施設として獣医当局が認可した加工施設において処理されたものであること。

2) 輸出用施設として獣医当局が認可した施設において、第 15.2.25bis 条に掲げる手順のひ

とつに従う CSFV が殺滅されることを保証する加工が施され、当該産物の CSFV の汚染源

との接触交差汚染を回避するのに必要適切な措置が、加工後採られていること。

第 15.2.20 条 

豚の寝わら及び堆肥の輸入に関する勧告 

輸入国の獣医当局は、当該寝わら及び堆肥産物が以下の各号のいずれかの条件を満たす旨

証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントの家畜豚及び又は飼育野生豚に由来し、輸出用

施設として獣医当局が認可した加工施設において処理されたものであること。

2) 輸出用施設として獣医当局が認可した施設において、第 15.2.25ter 条に掲げる手順のひ
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とつに従う CSFV が殺滅されることを保証する加工が施され、当該産物の CSFV の汚染源

との接触交差汚染を回避するのに必要適切な措置が、加工後採られていること。 

第 15.2.21 条 

豚の皮及び狩猟記念品の輸入に関する勧告 

輸入国の獣医当局は、当該産物皮又は狩猟記念品が以下の各号のいずれかの条件を満た

す旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントの家畜豚及び又は飼育野生豚に由来し、輸出用

施設として獣医当局が認可した加工施設において処理されたものであること。

2) 輸出用施設として獣医当局が認可した施設において、第 15.2.25 条に掲げる手順のひと

つに従うい、CSFV が殺滅されることを保証する加工が施され、当該産物の CSFV の汚染

源との接触交差汚染を回避するのに必要適切な措置が、加工後採られていること。

第 15.2.21bis 条 

その他の豚由来産物の輸入に関する勧告 

輸入国の獣医当局は、当該産物が以下の各号のいずれかの条件を満たす旨証明する国際動

物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) CSF 清浄の国、地域又はコンパートメントの家畜豚又は飼育野生豚に由来し、輸出用施設

として獣医当局が認可した加工施設において処理されたものであること。

2) 輸出用施設として獣医当局が輸出の目的で認可した施設において、CSFV が殺滅される

ことを保証する方法で処理され、当該産物の CSFV の汚染源との接触交差汚染を回避す

るのに適切な措置が、加工後採られていること。 

第 15.2.22 条 

残飯中の CSFV の不活化方法 

残飯中のCSFV不活化のため、以下の各号の方法のいずれかひとつが使用されるものとする。 

1) 当該残飯は、継続的に攪拌しながら、少なくとも 90℃の温度で、少なくとも 60 分間維持さ

れるものとする。

2) 当該残飯は、絶対圧力 3 気圧下、少なくとも 121℃の温度で、少なくとも 10 分間維持され

るものとする。

3) 当該残飯は CSFV を不活化させることが証明されている適切な処理を受ける。
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第 15.2.23 条 

肉中の CSFV の不活化方法 

肉中の CSFV 不活化のため、以下の各号の方法のいずれかひとつが使用されるものとする。 

1. 加熱処理

肉は、以下の各号の処理のいずれかひとつを受けるものとする。 

a) Fo 値 3.00 以上の密閉容器による加熱処理

b) 当該肉全体が少なくとも 30 分間最低 70℃の温度に達する加熱処理

2. 自然発酵及び熟成

当該肉は、以下の各号のいずれかの特性を有するもたらす自然発酵及び熟成からなる処

理を受けるものとする。 

a) Awaw 値が 0.93 未満

b) pH 値が 6.0 未満

ハム及びローインは、それぞれ、少なくとも 190 日間及び 140 日間の自然発酵及び熟成を

経るものとする。 

3. 乾塩漬豚肉

a) イタリアンスタイルの骨付きハムは、最短で 313 日間、塩漬及び乾燥されるものとす

る。 

b) スパニッシュスタイルの骨付き豚肉は、イベリアハムの場合には最短 252 日間、イベリ

ア肩肉の場合は最短 140 日間、イベリアローインの場合は最短 126 日間及びセラーノ

ハムの場合には最短 140 日間、塩漬及び乾燥されるものとする。

肉は最短で 6 ヶ月間、塩漬及び乾燥されるものとする。 

第 15.2.24 条 

豚のケーシングの CSFV の不活化方法 

豚のケーシングの不活化のため、以下の方法が使用されるものとする。すなわち、86.5 重量％

の塩化ナトリウム、10.7 重量％のリン酸水素二ナトリウム及び 2.8 重量％のリン酸三ナトリウムか

らなるリン酸添加乾燥塩又は飽和塩水（Awaw 値 0.80 未満）のいずれかに少なくとも 30 日間塩

漬処理し、当該全期間を通じて、20℃を超える温度に維持されること。 

第 15.2.24bis 条 
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獣毛中の CSFV の不活化方法 

工業利用される獣毛中の CSFV の不活化のため、当該獣毛は少なくとも 30 分間は煮沸される

ものとする。 

第 15.2.24ter 条 

豚の寝わら及び堆肥中の CSFV の不活化方法 

豚の寝わら及び堆肥中の CSFV 不活化のために、次の各号の方法のいずれか一つが使用さ

れるものとする。 

1) 最低でも 55℃で、少なくとも 1 時間の湿熱処理がなされること

2) 最低でも 70℃で、少なくとも 30 分間の湿熱処理がなされること

第 15.2.25 条 

皮及び狩猟記念品中の CSFV の不活化方法 

皮及び狩猟記念品中の CSFV 不活化のため、以下の各号の方法のいずれかひとつが使用さ

れるものとする。 

1) 骨、牙又は歯以外の物を確実の取り除くため、適切な時間、湯中で煮沸すること。

2) 室温（20℃以上）で少なくとも 20kGy のガンマ線照射すること。

3) pH11.5 以上に維持された 4 パーセント％（w/v）洗濯ソーダ（炭酸ナトリウム-Na2CO3）水溶

液に、攪拌しながら、少なくとも 48 時間浸漬すること。

4) pH3.0 未満に維持されたギ酸溶液（1,000 リットルの水当たり 100 キログラムの塩〔NaCl〕及

び12キログラムのギ酸）に、攪拌しながら、少なくとも48時間浸漬すること。湿潤剤及び化

粧剤を添加しても良い。

5) 生皮の場合には、2 パーセント％洗濯ソーダ（炭酸ナトリウム-Na2CO3）を含有する海塩に

少なくとも 28 日間浸漬すること。

第 15.2.25bis 条 

獣毛中の CSFV の不活化方法 

工業利用される獣毛中の CSFV の不活化のため、当該獣毛は少なくとも 30 分間は煮沸される

ものとする。 
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第 15.2.25ter 条 

豚の寝わら及び堆肥中の CSFV の不活化方法 

豚の寝わら及び堆肥中の CSFV 不活化のために、次の各号の方法のいずれか一つが使用さ

れるものとする。 

3) 最低でも 55℃で、少なくとも 1 時間の湿熱処理がなされること

4) 最低でも 70℃で、少なくとも 30 分間の湿熱処理がなされること

第 15.2.26 条 

サーベイランス：の序論

第 15.2.26 条から第 15.2.32 条は、CSF ステイタスの OIE による認定を求める加盟国に適用可

能な、第 1.4 章を補完する CSF サーベイランスの原則を明確化し、指針を規定する。これは、

国全域又はひとつの地域に適用することができる。発生後に国の全域又はひとつの地域の

CSF ステイタスの回復を求める加盟国のための指針及び CSF ステイタスを維持するための指

針もまた規定されている。 

CSF の影響及び疫学は、世界のさまざまな地域によって、異なっていることがある。受け入れ可

能な信頼性の水準で CSF の清浄性を立証するためにとられるサーベイランス戦略は、地域の

状況に応じて調整されるものとする。たとえば、当該アプローチは、野生及び野生化豚が感染

の潜在的レゼルボアである国若しくは地域、又は CSF が隣接近隣国に存在する国若しくは地

域で CSF の清浄性を証明するため、それらに合わせて調整されるものとする。当該方法は、懸

念される地域の CSF の疫学を考察し、遭遇する具体的リスク要因に合わせて調整されるものと

する。これには、科学的な裏付けデータの提供が含まれるものとする。したがって、加盟国は、

かなりの許容範囲をもって、事実に基づく議論を提供し、受け入れ可能な信頼性の水準で

CSFV の感染がないと確認した旨立証することができる。 

CSF のサーベイランスは、国、地域若しくはコンパートメントの感受性個体群における CSFV 感

染の有無を確認する、又はすでに清浄であることが明確な個体群への CSFV の侵入を発見す

るため設計された継続的なプログラムの形態であるものとする。CSFの疫学の具体的特性に考

慮が払われるものとし、それには以下に掲げる項目が含まれる。 

— 疾病まん延に対する残飯給餌の役割、さまざまな生産システムの影響並びに野生及び野

生化豚の役割 

— 当該ウイルス伝搬における精液の役割 

— 疾病特徴的な肉眼的病変及び臨床症状の欠如 

— 不顕性感染の頻度 

— 持続感染及び慢性感染の発生 
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— さまざまな CSFV 株が見せる遺伝型、抗原性及び病原性の多様性 

第 15.2.27 条 

サーベイランス：の一般的要件及び方法

1) 獣医当局が所掌する第 1.4 章に従うサーベイランスシステムは、以下の各号を満たすもの

とする。

a) 疾病の発生又は CSFV 感染を発見し、調査するための正式な継続的システムが整備

されていること。

b) CSF の診断のため、疑症例の試料を迅速に採取し、検査施設に運搬するための手順

が整備されていること。

c) CSF を診断する試験能力のある適切な研究所であること。

c)d)  診断及びサーベイランスのデータを記録し、管理し及び分析するシステムが整備さ

れていること。 

2) CSF サーベイランスプログラムは、以下の各号を満たすものとする。

a) 生産、販売及び加工チェーン全体を通じた、疑症例を報告するための早期発見警戒

システムが包含されていること。診断技術者及び豚と通常接触する者は、CSF のいか

なる疑いもすみやかに獣医当局に報告するものとする。獣医当局下の通報システムは、

政府情報プログラムによって直接又は間接的（たとえば、民間の獣医師又は動物看護

士を通じて）に支援されるものとする。CSFV の多く株は、疾病特徴的な肉眼的病変及

び臨床症状を引き起こさないことから、CSF が否定できない症例は、直ちに調査され

るものとする。アフリカ豚コレラ等その他の重要疾病もまた、鑑別診断において考慮さ

れるものとする。緊急時の計画の一環として、サーベイランスを所掌する者は、CSF の

診断、疫学評価及び管理の専門家からなるチームの支援を求めることができるものと

する。

b) 高リスク群（たとえば、残飯給餌が実施されている場所）又は CSF 汚染国若しくは地域

と接する近隣する群（たとえば、感染した野生及び野生化豚が存在する国境地帯）に

対する規則的及び頻繁な臨床検査及び検査施設検査が適宜実施されていること。

CSFV 感染を確定又は否定するため、追跡及び確認調査を必要とする疑症例は、有効な

サーベイランスシステムによって定期的に確認されるものとする。そのような疑症例が発生

する割合は、疫学的状況に応じてさまざまであり、したがって、確実に予測することはでき

ない。その結果として、CSFステイタスの認定申請では、疑症例発生及びそれがどのように

調査され、取り組まれたかの詳細を第 1.6.10 条に従い説明するものとする。 

加盟国は、CSFV 侵入リスクの増加が認められた確認された場合には常に、サーベイラン

ス戦略を見直すものとする。そのような変化には、以下の各号が含まれる場合があるが、こ
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れらに限定されるものではない。 

a) そこから生きた豚又は産物が輸入される国又は地域の CSF の新興又は感染率の増

加

b) 当該国又は地域の野生豚又は野生化豚における CSF 感染率の増加

c) 隣接近隣国又は地域の CSF 感染率の増加

d) 隣接近隣国又は地域の感染野生豚又は野生化豚の侵入又はこれらへの暴露の増加

第 15.2.28 条 

サーベイランス戦略

1. 序論

疾病及び感染の発見を目的とするサーベイランスの対象となる個体群には、CSFV の感染

の清浄性認定を受ける国又は地域内の家畜豚及び野生豚の個体群が含まれるものとす

る。 

CSFV 感染の感染率又は有無を推定確定するため展開される戦略が、受け入れ可能な統

計学的信頼性の水準の、臨床調査又は無作為抽出型若しくは標的型の臨床調査又は試

料採取に基づいている場合がある。特定の地方又はサブ個体群において、感染の可能性

が高まっていることが特定された場合には、標的型試料採取が、適切な戦略である場合

がある。この対象には、以下の各号が含まれる場合がある。 

a) 残飯給餌農場

b) 野外肥育豚

c) 特定の高リスク野生及び野生化豚のサブ個体群並びにその周辺

リスク要因には、特に、過去の発生の時間的及び空間的分布、豚の移動、動態及び生産

システムの種類等が含まれる場合がある。

費用、抗体価の持続及び不顕性感染の存在を考えると、ワクチン非接種個体群の血清学

的検査が、しばしば最も有効で効率の良いサーベイランス法である。他の疾病との鑑別診

断等の場合には、臨床的及びウイルス学的サーベイランスが有効である場合もある。 

選択されたサーベイランス戦略は、第 1.4 章に従っており、当該疫学状況にとって、CSFV

の感染の存在を発見するのに適切なものであることが正当化されるものとする。慣例のサ

ーベイランス結果を組み合わせた経時的な累積調査結果が、当該サーベイランス戦略の

信頼性の水準を高めることになる。 

全個体群のレベルで又は標的サブ個体群内に無作為抽出試料採取を適用する場合には、
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試料採取戦略の設計には、選択された個体群にとって疫学的に適切な想定感染率が組

み込まれるものとする。検査用に選ばれる試料採取の規模は、あらかじめ決められた最小

の割合で発生した場合であっても感染が発見できる十分な大きさであるものとする。想定

感染率及び信頼度の選択は、第 1.4 章に従い、サーベイランスの客観性及び疫学的状況

に基づき、正当化されるものとする。とりわけ想定感染率は、一般的な又は歴史的な疫学

状況に基づく必要がある。 

選択されたアプローチに関係なく、診断検査の感受性及び特異性は、調査設計、試料採

取規模の決定及び得られた結果の解釈において、考慮されるものとする。 

サーベイランスシステムの設計は、偽の陽性反応の発生を予期するものとする。CSF の血

清学的診断には、反芻動物のペスチウイルスとの交差反応があることが認識されているこ

とから、このことは、第 4 号で言及されている他の要因の中でも、血清学的診断にとりわけ

当てはまる。陽性結果が CSFV 感染を示しているか否かを高い信頼性の水準で最終決定

するためには、陽性例を追跡する有効な方法が必要である。これには、ペスチウイルスの

確定及び鑑別試験のみならず、最初の試料採取単位及び疫学的に関連したおそれのあ

る動物に関する追加調査が必要である。 

2. 臨床サーベイランス

臨床サーベイランスは、引き続き CSF を発見するための基礎である。ただし、CSFV 株の

中には低病原性の株があること並びにアフリカ豚コレラ等の疾病及び豚シルコウイルス 2

型感染関連疾病がまん延していることから、臨床サーベイランスは、血清学的及びウイル

ス学的サーベイランスによって適宜補完されるものとする。

臨床症状及び病理学的所見は、早期発見に有益である。とりわけ、CSF を示唆する臨床

症状又は病変が、高い罹病率又は死亡率を伴う場合には、これが遅滞なく調査されるもの

とする。低病原性株が関係する CSFV 感染の場合には、高死亡率が、若齢動物のみに見

られる場合があり、成畜では臨床症状を示さない場合もある。 

野生及び野生化豚の場合には、臨床観察の機会がほとんどないが、これらは、サーベイラ

ンス体制の一部を形成するものとし、理想的には、ウイルス及び抗体の監視対象とするも

のとする。 

3. ウイルス学的サーベイランス

ウイルス学的サーベイランスは、以下の各号の目的のため実施されるものとする。

a) リスクのある個体群を監視すること。

b) 臨床的疑症例を調査すること。

c) 血清学的陽性結果を追跡すること。

d) 死亡率の上昇を調査すること。

第 15.2 章 豚コレラ 

2018 年 9 月 OIE 陸生動物衛生コード委員会  20

ウイルスの有無の大規模スクリーニングには、分子検出法が適用可能である。高リスク群

を対象とする場合には、その後の疾病まん延を大きく抑えることが可能な早期発見の機会

をそれが提供する。流行区域のウイルスと疾病いままで清浄であった区域での発生に関

与したウイルスとの分子学的分析によって、CSFV まん延経路の疫学的理解は大きく補強

される。したがって、CSFV の分離株は、さらなる特性の分析のため、OIE リファレンスラボ

ラトリーに送付されるものとする。

4. 血清学的サーベイランス

血清学的サーベイランスは、CSFV 抗体の検出を目的とする。CSFV 抗体陽性結果には、

以下の各号の原因があり得る。 

a) CSFV の自然感染 

b) CSF に対するワクチン接種 

c) 移行抗体

d) 他のペスチウイルスとの交差反応

e) 非特異反応

他のペスチウイルスの豚の感染が、血清学に基づくサーベイランス戦略を複雑にする場合

がある。牛ウイルス性下痢病（BVDV）及びボーダー病ウイルス（BDV）は、共通抗原を持つ

ことから、これらに対する抗体が、CSF の血清学的検査における陽性結果をもたらす場合

がある。そのような試料には、その正体を確認するための鑑別試験が必要になる。反芻動

物のペスチウイルスが豚に感染する経路のひとつは、BVDV に汚染されたワクチンの使用

である。 

CSFV が、持続的に感染し、血清学的に陰性であり、継続的にウイルスを排出する若齢動

物を生み出す場合がある。CSFV 感染が、抗体レベルが検出できない又は変動する場合

もある慢性感染豚を生み出すこともある。血清学的方法がこれらの動物を検出できない場

合がたとえあったとしても、そのような動物は、群の中で少数派である可能性が高く、動物

群調査の一部としての血清学に基づく診断を混乱させることはない。 

他の調査目的で収集した血清を CSF サーベイランスに使用することが可能な場合がある。

ただし、調査設計の原則及び統計学的有効性の要件は、損なわれないものとする。 

ワクチン接種が最近停止された国又は地域では、若齢の非ワクチン接種動物の標的型サ

ーベイランスによって、感染の存在を示すことができる。移行抗体は、8 から 10 週齢まで普

通認められるが、時として 4 ヶ月半齢まで存続する場合があり、血清学的結果の解釈を妨

げることがある。 

マーカーワクチンと陸生マニュアルの要件を満たしたDIVA試験を組み合わせることによっ

て、ワクチン抗体と自然感染による抗体との鑑別が可能になる場合がある。DIVA 技術を
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使用した血清学的サーベイランス結果は、動物又は動物群レベルのいずれかで解釈され

る場合がある。 

加盟国は、CSFV 侵入リスクの増加が認められた場合には常に、サーベイランス戦略を見

直すものとする。そのような変化には、以下の各号が含まれる場合があるが、これらに限定

されるものではない。 

a) そこから生きた豚又は産物が輸入される国又は地域の CSF の新興又は感染率の増

加 

b) 当該国又は地域の野生豚又は野生化豚における CSF 感染率の増加

c) 隣接国又は地域の CSF 感染率の増加

d) 隣接国又は地域の感染野生豚又は野生化豚の侵入又はこれらへの暴露の増加

第 15.2.29 条 

CSF 清浄ステイタスの OIE 認定を申請する加盟国のための補助的サーベイランス法 

当該サーベイランスプログラムの戦略及び設計は、当該国又は地域の中及び周辺の一般的な

疫学状況によって決まり、第15.2.2条及び第15.2.3条に規定されるステイタス認定要件並びに

本章の別の条に規定される方法に従い、計画及び実施されるものとする。その目的は、過去

12 ヶ月間、家畜豚及び飼育野生豚に CSFV 感染がない旨立証し、第 15.2.31 条に規定される

野生豚及び野生化豚個体群の感染ステイタスを評価することである。 

第 15.2.30 条 

清浄ステイタスの回復のための補助的サーベイランス法 

本章に規定される一般的な要件に加えて、国又は地域（封じ込め地域を含む）の CSF 清浄ス

テイタスの回復をしようとする加盟国は、CSFV の感染がない旨立証するため、アクティブサー

ベイランスプログラムの証拠を示すものとする。

当該サーベイランスプログラムの個体群には、以下の各号が含まれるものとする。 

1) 当該発生に近接する飼育施設 

2) 当該発生と疫学的に関連する飼育施設 

3) 被害を受けている飼育施設から移動した又はその補充のために使用された動物 

4) 継続的に淘汰が実施された飼育施設 

5) 当該発生区域の野生及び野生化豚個体群

当該家畜豚及び飼育野生豚の個体群は、本勧告に規定する一般的要件及び方法に従い計
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画及び実施される規則的な臨床、病理学的、ウイルス学的及び血清学的検査を受けるものと

する。野生豚及び野生化豚の感染ステイタスの疫学的証拠が収集されるものとする。CSF清浄

ステイタスを回復するためには、当該サーベイランスアプローチは、清浄性認定を受けた当初

申請と少なくとも同じ信頼性の水準を満たすものとする。

第 15.2.31 条 

野生及び野生化豚の CSFV サーベイランス 

1) 当該サーベイランスプログラムの目的は、CSFV感染が野生及び野生化豚に存在しない旨

立証すること、又は存在が既知の場合には、当該感染の分布及び感染率を推定すること

のいずれかである。同じ原則が適用される一方で、野生豚及び野生化豚のサーベイラン

スには、以下の各号を含む追加課題が存在する。

a) 野生及び野生化豚個体群に関する分布、規模及び移動パターンの決定

b) 当該個体群内の CSFV 感染の存在の可能性を評価する妥当性及び実用性

c) 予定地域内の家畜及び飼育野生豚との相互関連の程度を考慮し、地域を設定する

実用性の決定

野生及び野生化豚の個体群の地理的分布及び推定規模は、監視システムを設計する必

要条件として評価される必要がある。監視システムの設計に有益な情報源には、猟友会

等政府及び非政府の野生生物機関が含まれる場合がある。 

2) 当該監視サーベイランスプログラムの実行に関し、当該監視プログラムに含まれる疫学単

位を詳細に描写するため、野生豚及び野生化豚が生息する区域の境を明確に定められ

るものとすることが必要になる。野生及び野生化豚のサブ個体群は疫学単位を明確化す

ることはしばしば困難である。最も実用的なアプローチは、お互いに自然及び又は人工の

障壁で分離される場合があるに基づくものである。 

3) 当該監視サーベイランスプログラムには、狩猟された又は死亡して発見された動物豚、自

動車事故死、異常行動を呈する動物豚、なめし加工中の顕著な肉眼病変等の血清学的

及びウイルス学的検査が含まれるものとする。

4) 対象をさらに絞り込んだ標的型サーベイランスプログラムによって確実性が増す場合があ

る。標的型サーベイランスの高リスク区域を明確化する基準には、以下の各号が含まれ

る。

a) CSF の病歴のある区域

b) 野生及び野生化豚の大個体群がいるサブ地域

c) CSF の被害を受けている国又は地域との境界域

d) 野生及び野生化豚の個体群と家畜豚及び飼育野生豚の個体群との境界域
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e) 放し飼い及び野外飼育豚の農場のある地域 

f) 動物が分散し、給餌があり、また不適切な廃棄物の処分が起こりうる狩猟が盛んな地

域 

g) 港、空港、ゴミ捨て場、ピクニック及びキャンプ場等獣医当局が決定したその他のリス

ク区域 
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第 15.2.32 条 

サーベイランスにおける診断検査の使用及び解釈 

 

 
 

キーワード 

抗原ELISA 抗体検出ELISA 

dFAVN 鑑別蛍光ウイルス中和試験 

dNPLA 鑑別中和ペルオキシダーゼ関連アッセイ 

血清学的検査 

抗体 ELISA 

停止 又は反芻動物ペ

スチウイルス＋ 

ウイルス学的及び 

疫学的調査 
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キーワード 

抗原ELISA 抗原補足ELISA 

RT-PCR 逆転写ポリメラーゼ連鎖反応 

ウイルス学的検査

停止

停止

停止

停止

疫学関連性？

疫学関連性？

抗原 ELISA（群レベル）

臨床症状あり

抗原 ELISA（群レベル）

臨床症状なし

CSF 症例 
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C H A P T E R  1 5 . 2 .  

I N F E C T I O N  W I T H  C L A S S I C A L  S W I N E  F E V E R  
V I R U S  

Article 15.2.1. 

General provisions 

The pig (Sus scrofa, both domestic and wild) is the only natural host for classical swine fever virus (CSFV). For 
the purposes of this chapter, a distinction is made between: 

– domestic and captive wild pigs, whether permanently housed or free ranging, used for the production of
meat, or other commercial products or purposes use, or for breeding; and 

– wild and feral pigs. 

For the purposes of the Terrestrial Code, classical swine fever (CSF) is defined as an infection of pigs with 
classical swine fever virus (CSFV). 

The following defines the occurrence of infection with CSFV: 

1) a strain of CSFV (excluding vaccine strains) has been isolated from samples from a pig;

OR 

2) viral antigen or nucleic acid specific to CSFV (excluding vaccine strains) has been identified detected, or
viral ribonucleic acid (RNA) specific to a strain of CSFV has been demonstrated to be present, in samples
from one or more a pigs showing clinical signs or pathological lesions suggestive of CSF, or
epidemiologically linked to a suspected or confirmed or suspected outbreak case of CSF, or giving cause for 
suspicion of previous association or contact with CSFV, with or without clinical signs consistent with CSF; 

OR 

3) virus specific antibodies specific to CSFV that are not a consequence of vaccination or infection with other
pestiviruses, have been identified detected in samples from one or more a pigs in a herd showing clinical
signs or pathological lesions consistent with CSF, or epidemiologically linked to a suspected or confirmed or 
suspected outbreak case of CSF, or giving cause for suspicion of previous association or contact with CSFV. 

The pig is the only natural host for CSFV. The definition of pig includes all varieties of Sus scrofa, both domestic 
and wild. For the purposes of this chapter, a distinction is made between: 

– domestic and captive wild pigs, permanently captive or farmed free range, used for the production of meat, 
or other commercial products or use, or for breeding these categories of pigs; 

– wild and feral pigs. 

For the purposes of the Terrestrial Code, the incubation period shall be 14 days. Pigs exposed to CSFV prenatally 
may not show clinical signs at birth and be persistently infected throughout life and may have an incubation period 
of several months before showing signs of disease. Pigs exposed postnatally have an incubation period of 2-14 
days, and are usually infective between post-infection days 5 and 14, but up to 3 months in cases of chronic 
infections. Pigs exposed to CSFV postnatally have an infective period of up to three months. 

A Member Country should not impose bans on the trade in commodities of domestic and captive wild pigs in 
response to a notification of infection with CSFV in wild and feral pigs provided that Article 15.2.2. is implemented. 

Commodities of domestic or captive wild pigs can be traded safely in accordance with the relevant articles of this 
chapter from countries complying with the provisions of Article 15.2.2, even if they notify infection with CSFV in 
wild or feral pigs. 
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Standards for diagnostic tests and vaccines are described in the Terrestrial Manual. 

Article 15.2.1bis. 

Safe commodities 

When authorising import or transit of the following commodities, Veterinary Authorities should not require any 
CSF-related conditions, regardless of the CSF status of the exporting country or zone: 

1) meat in a hermetically sealed container with a F-value of 3 or above; 

2) gelatine.

Other pig commodities can be traded safely if in accordance with the relevant articles of this chapter. 

Article 15.2.2. 

General criteria for the determination of the classical swine fever CSF status 
of a country, zone or compartment 

1) CSF should be is notifiable in the whole territory, and all pigs showing clinical signs or pathological lesions
suggestive of CSF should be are subjected to appropriate field or laboratory investigations; 

2) an on-going awareness programme should be is in place to encourage reporting of all cases pigs showing
signs suggestive of CSF; 

3) the Veterinary Authority should have has current knowledge of, and authority over, all domestic and captive 
wild pig herds in the country, zone or compartment; 

4) the Veterinary Authority should have has current knowledge about of the population distribution and habitat
of wild and feral pigs in the country or zone; 

5) for domestic and captive wild pigs, appropriate surveillance in accordance with Articles 15.2.26. to 15.2.32.
is in place; 

6) for wild and feral pigs, if present in the country or zone, a surveillance programme is in place according to
Article 15.2.31., taking into account the presence of natural and artificial boundaries, the ecology of the wild 
and feral pig population, and an assessment of the risks of disease spread; 

7) based on the assessed risk of spread within the wild and feral pig population, and according to Article
15.2.29., the domestic and captive wild pig population should be is separated from the wild and feral pig
population by appropriate measures. 

Article 15.2.3. 

Country or zone free from CSF Classical swine fever free country or zone 

A country or zone may be considered free from CSF when Article 15.2.2. is complied with, and when: 

1) surveillance in accordance with Articles 15.2.26. to 15.2.32. has been in place for at least 12 months;

2) there has been no outbreak of CSF in domestic and captive wild pigs during the past 12 months;

3) no evidence of infection with CSFV has been found in domestic and captive wild pigs during the past 12
months; 
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4)  no vaccination against CSF has been carried out in domestic and captive wild pigs during the past 12 
months unless there are means, validated according to Chapter 2.8.3. of the Terrestrial Manual, of 
distinguishing between vaccinated and infected pigs; 

5)  imported pigs and pig commodities comply with the requirements in Articles 15.2.7. to 15.2.21bis. 

The proposed free country or the proposed free zone will be included in the list of CSF free countries or zones 
only after the submitted evidence, based on the provisions of Article 1.6.910., has been accepted by the OIE. 

Retention on the list requires that the information in points 1), 2) to or 53) above be re-submitted annually and 
changes in the epidemiological situation or other significant events should be reported to the OIE according to the 
requirements in Chapter 1.1. 

Article 15.2.4. 

Compartment free from CSF Classical swine fever free compartment 

The bilateral recognition of a compartment free from CSF free compartment should follow the relevant 
requirements of this chapter and the principles laid down in Chapters 4.3. and 4.4. Pigs in a the compartment free 
from CSF should be separated from any other pigs by the application of effective biosecurity.  

Article 15.2.5. 

Establishment of a containment zone within a classical swine fever free country 
or zone free from CSF 

In the event of limited outbreaks or cases of CSF within a CSF free country or zone previously free from CSF, 
including within a protection zone, a containment zone, which includes all outbreaks, can be established for the 
purpose of minimising the impact on the entire country or zone. 

For this to be achieved and for the Member Country to take full advantage of this process, the Veterinary 
Authority should submit documented evidence as soon as possible to the OIE. 

In addition to the requirements for the establishment of a containment zone outlined in point 3 of Article 4.3.3., the 
surveillance programme should take into consideration the involvement of wild and feral pigs and measures to 
avoid their dispersion. 

The free status of the areas outside the containment zone is suspended while the containment zone is being 
established. The free status of these areas may be reinstated irrespective of the provisions of Article 15.2.6., once 
the containment zone is clearly established. It should be demonstrated that commodities for international trade 
have originated outside the containment zone. 

In the event of the recurrence of CSF in the containment zone, the approval of the containment zone is withdrawn. 
and the free status of the country or zone is suspended until the relevant requirements of Article 15.2.36. have 
been fulfilled.  

The recovery of the CSF free status of the containment zone should follow the provisions of Article 15.2.6 and be 
achieved within 12 months of its approval. 

Article 15.2.6. 

Recovery of free status 

Should an outbreak of CSF occur in a previously a CSF outbreak occur in a free country or zone, the free its 
status may be restored when where surveillance in accordance with Articles 15.2.2630. to 15.2.32. has been 
carried out with negative results either: 

1) three months after the disposal of the last case where a stamping-out policy without vaccination is practised; 
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OR 

2) when where a stamping-out policy with emergency vaccination is practised: 

a)  three months after the disposal of the last case and or the slaughter of all vaccinated animals, 
whichever occurred last; or 

b) three months after the disposal of the last case without the slaughter of vaccinated animals when 
where there are means, validated according to Chapter 2.8.3. of the Terrestrial Manual, of 
distinguishing between vaccinated and infected pigs; 

OR 

3) when where a stamping-out policy is not practised, the provisions of Article 15.2.3. should be followed. 

The country or zone will regain CSF free status only after the submitted evidence, based on the provisions of 
Article 1.6.9., has been accepted by the OIE. 

The country or zone will regain CSF free status only after the submitted evidence, based on the provisions of 
Article 1.6.10., has been accepted by the OIE. 

Article 15.2.6bis. 

Direct transfer of pigs within a country from an infected zone to a free zone for 
slaughter 

In order not to jeopardise the status of a free zone, pigs should only leave the infected zone if transported by 
mechanised vehicle directly for slaughter in the nearest designated slaughterhouse/abattoir under the following 
conditions: 

1) no pig has been introduced into the establishment of origin and no pig in the establishment of origin has 
shown clinical signs of CSF for at least 30 days prior to slaughter; 

2) the pigs were kept in the establishment of origin for at least three months prior to movement for slaughter; 

3) CSF has not occurred within a 10-kilometre radius of the establishment of origin for at least three months 
prior to movement; 

4) the pigs should be transported under the supervision of the Veterinary Services in a vehicle, which was 
cleaned and disinfected before loading, directly from the establishment of origin to the 
slaughterhouse/abattoir without coming into contact with other pigs; 

5) such a slaughterhouse/abattoir is not approved for the export of fresh meat during from the time the pigs 
arrived from the infected zone until it is handling the meat of those pigs have left the premises from the 
infected zone; 

6) vehicles and the slaughterhouse/abattoir should be subjected to disinfection immediately after use. 

The pigs should be subjected to ante- and post-mortem inspections in accordance with Chapter 6.2. with 
favourable results and the meat should be treated according to in accordance with Article 15.2.23. The fresh meat 
from those pigs should be identified and kept separate from other pig products until treated. 

Any other products obtained from the pigs, and any products coming into contact with them, should be considered 
contaminated and treated in accordance with Article 15.2.22. or Articles 15.2.24. to 15.2.25.ter to destroy any 
residual virus CSFV potentially present. 
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Article 15.2.6ter. 

Direct transfer of pigs within a country from a containment zone to a free zone for 
slaughter 

In order not to jeopardise the status of a free zone, pigs should only leave the containment zone if transported by 
mechanised vehicle directly to for slaughter in the nearest designated slaughterhouse/abattoir under the following 
conditions: 

1) the containment zone has been officially established according to the requirements in Article 15.2.5.;

2) the pigs should be transported under the supervision of the Veterinary Services in a vehicle, which was
cleaned and disinfected before loading, directly from the establishment of origin to the
slaughterhouse/abattoir without coming into contact with other pigs; 

3) such a slaughterhouse/abattoir is not approved for the export of fresh meat during from the time the pigs
arrived from the containment zone until the meat of those pigs have left the premises the time it is handling 
the meat of pigs from the containment zone; 

4) vehicles and the slaughterhouse/abattoir should be subjected to disinfection immediately after use. 

The pigs should be subjected to ante- and post-mortem inspections in accordance with Chapter 6.2. with 
favourable results and the meat  should be treated according to in accordance with Article 15.2.23. The fresh 
meat from those pigs should be identified and kept separate from other pig products until treated. 

Any other products obtained from the pigs, and any products coming into contact with them, should be 
considered contaminated and treated in accordance with Article 15.2.22. or Articles 15.2.24. to 15.2.25ter. to 
destroy any residual virus CSFV potentially present. 

Article 15.2.7. 

Recommendations for importation from countries, zones or compartments free from 
classical swine fever CSF 

For domestic and captive wild pigs 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that the 
animals pigs: 

1) showed no clinical sign of CSF on the day of shipment;

2) were kept in a country, zone or compartment free from CSF since birth or for at least the past three months
in a country, zone or compartment free from CSF; 

3) have were not been vaccinated against CSF, nor are they the progeny of vaccinated sows, unless there are 
means, validated according to in accordance with Chapter 2.8.3. of the Terrestrial Manual, of distinguishing
between vaccinated and infected pigs. 

Article 15.2.8. 

Recommendations for importation from countries or zones considered infected with 
classical swine fever virus not free from CSF 

For domestic and captive wild pigs 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that the 
animals pigs: 

1) showed no clinical sign of CSF on the day of shipment;

6 

OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/September 2018 

Annex 17 (contd) 

2) and either:

a) were kept since birth or for the past three months in a CSF free compartment; or 

b) were isolated for 28 days prior to shipment in a quarantine station, and were subjected to a virological
test and a serological test performed on a sample collected at least 21 days after entry into the
quarantine station, with negative results; 

3) have were not been vaccinated against CSF, nor are they the progeny of vaccinated sows, unless there are 
means, validated according to in accordance with Chapter 2.8.3. of the Terrestrial Manual, of distinguishing
between vaccinated and infected pigs. 

Article 15.2.9. 

Recommendations for the importation of wild and feral pigs 

Regardless of the CSF status of the country of origin, Veterinary Authorities should require the presentation of an 
international veterinary certificate attesting that the animals pigs: 

1) showed no clinical sign of CSF on the day of shipment;

2) were kept isolated in a quarantine station for 40 28 days prior to shipment, and were subjected to a
virological test and a serological test performed on a sample collected at least 21 days after entry into the 
quarantine station, with negative results; 

3) have were not been vaccinated against CSF, unless there are means, validated according to Chapter 2.8.3. 
of the Terrestrial Manual, of distinguishing between vaccinated and infected pigs. 

Article 15.2.10. 

Recommendations for importation from countries, zones or compartments free from 
classical swine fever CSF 

For semen of domestic and captive wild pigs 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that: 

1) the donor animals males: 

a) were kept in a country, zone or compartment free from CSF since birth or for at least three months
prior to collection in a country, zone or compartment free from CSF; 

b) showed no clinical sign of CSF on the day of collection of the semen;

2) the semen was collected, processed and stored in conformity accordance with the provisions of
Chapters 4.5. and 4.6. 

Article 15.2.11. 

Recommendations for importation from countries or zones considered infected 
with classical swine fever virus not free from CSF 

For semen of domestic and captive wild pigs 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that: 

1) the donor animals males: 

a) were kept in a compartment free from CSF since birth or for at least three months prior to collection in
an establishment in which surveillance, in accordance with Articles 15.2.26. to 15.2.32., demonstrated
that no case of CSF occurred in the past 12 months; 
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b) showed no clinical sign of CSF on the day of collection of the semen and for the following 40 days;

c) met one of the following conditions:

i) were subjected to a virological test performed on a blood sample taken on the day of collection,
with negative results; or 

ii) were not been vaccinated against CSF and were subjected to a serological test performed on a
sample taken at least 21 days after collection, with negative results; or 

iiiii)  have been vaccinated against CSF and were subjected to a serological test performed on a 
sample taken at least 21 days after collection, which and it has been conclusively demonstrated 
that any antibody is due to was caused by the vaccine; or 

iii) have been vaccinated against CSF and were subjected to a virological test performed on a
sample taken on the day of collection and it has been conclusively demonstrated that the boar is 
negative for virus genome; 

2) the semen was collected, processed and stored in conformity accordance with the provisions of
Chapters 4.5. and 4.6. 

Article 15.2.12. 

Recommendations for importation from countries, zones or compartments free from 
classical swine fever CSF 

For in vivo derived embryos of domestic pigs 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that: 

1) the donor females: showed no clinical sign of CSF on the day of collection of the embryos;

a) were kept since birth or for at least three months prior to collection in a country, zone or compartment 
free from CSF; 

b) showed no clinical sign of CSF on the day of collection of the embryos;

2) the semen used to fertilise the oocytes complied with the conditions in Articles 15.2.10. or Article 15.2.11.,
as relevant; 

3) the embryos were collected, processed and stored in accordance with Chapters 4.7. and 4.9., as relevant.

Article 15.2.13. 

Recommendations for importation from countries or zones considered infected with 
classical swine fever virus not free from CSF 

For in vivo derived embryos of domestic pigs 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that: 

1) the donor females: 

a) were kept in a compartment free from CSF since birth or for at least three months prior to collection in
an establishment in which surveillance, in accordance with Articles 15.2.26. to 15.2.32., demonstrated
that no case of CSF occurred in the past three months; 

b) showed no clinical sign of CSF on the day of collection of the embryos and for the following 40 days;
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c) and either met one of the following conditions: 

i) were subjected to a virological test performed on a blood sample taken on the day of collection,
with negative results; or 

ii) have were not been vaccinated against CSF and were subjected, with negative results, to a
serological test performed at least 21 days after collection; or 

iiiii) have been were vaccinated against CSF and were subjected to a serological test performed on a 
sample taken at least 21 days after collection, which and it has been conclusively demonstrated 
by means, validated according to Chapter 2.8.3. of the Terrestrial Manual, that any antibody is 
due to was caused elicited by the vaccine; 

2) the embryos were collected, processed and stored in accordance with Chapters 4.7. and 4.9., as relevant.

Article 15.2.14. 

Recommendations for importation from countries, zones or compartments free from 
classical swine fever CSF 

For fresh meat of domestic and captive wild pigs 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that the 
entire consignment of fresh meat comes from animals pigs which: 

1) have been kept in a country, zone or compartment free from CSF, or which have been imported in
accordance with Article 15.2.7. or Article 15.2.8.; 

2) have been slaughtered in an approved slaughterhouse/abattoir, where they have been subjected to ante- 
and post-mortem inspections in accordance with Chapter 6.2. with favourable results and have been found
free from any sign suggestive of CSF. 

Article 15. 2.14 bis. 

Recommendations for importation from countries or zones not free from CSF, where an 
official control programme exists 

For fresh meat of domestic pigs and captive wild pigs 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that: 

1) the meat comes from pigs from which the meat comes complying complied complying with Article 15.2.8.; 

2) the pigs were transported under the supervision of the Veterinary Services, in a vehicle which was cleaned
and disinfected before the pigs were loaded; 

3) the pigs were transported directly to the approved slaughterhouse/abattoir without coming into contact either
during transport or at the slaughterhouse/abattoir with other pigs which do not fulfil the conditions of 
Article 15.2.8.required for export;  

4) the pigs were slaughtered in an approved slaughterhouse/abattoir: 

a) which is officially approved designated for export by the Veterinary Authority; 

b) in which no case of CSF was detected during the period between the last disinfection carried out
before slaughter and the shipment for export has been dispatched from the slaughterhouse/abattoir;  
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5) the pigs were subjected to ante- and post-mortem inspections in accordance with Chapter 6.2. with
favourable results; 

6) appropriate precautions have been taken after slaughter to avoid contact cross-contamination of the fresh 
meat with any source of CSFV. 

Article 15.2.15. 

Recommendations for the importation of fresh meat of wild and feral pigs 

Regardless of the CSF status of the country of origin, Veterinary Authorities should require the presentation of an 
international veterinary certificate attesting that the entire consignment of fresh meat comes from animals pigs: 

1) that were killed in a country or zone free from CSF in accordance with point 1) or point 2) of Article 15.2.3.;

12) that which have been were subjected with favourable results to a post-mortem inspection in accordance with
Chapter 6.2. in an approved examination centre facility approved by the Veterinary Authority for export
purposes., with favourable results and have been found free from any sign suggestive of CSF;. 

2) from each of which a sample has been was collected and has been subjected to a virological test and a
serological test for CSF, with negative results. 

Article 15.2.16. 

Recommendations for the importation of meat and meat products of pigs intended for 
use in animal feeding, for agricultural or industrial use, or for pharmaceutical or 
surgical use 

Veterinary Authorities of importing countries should require the presentation of an international veterinary 
certificate attesting that the meat products: 

1) have been were prepared: 

a) exclusively from fresh meat meeting the conditions laid down in Articles 15.2.14., 15.2.14bis. or
15.2.15.; 

b) in a processing establishment facility that, at the time of processing: 

i) is approved for export by the Veterinary Authority for export purposes;

ii) processing processes only meat of pigs meeting satisfying the conditions laid down in
Articles 15.2.14., 15.2.14bis. or 15.2.15.; 

OR 

2) have been were processed in accordance with one of the processes in Article 15.2.23. in an establishment a 
facility approved by the Veterinary Authority for export purposes so as to ensure the destruction of the CSFV 
in conformity with one of the procedures referred to in Article 15.2.23., and that the necessary appropriate
precautions were taken after processing to avoid contact cross-contamination of the product with any source 
of CSFV. 

Article 15.2.17. 

Recommendations for the importation of pig products not derived from fresh meat 
intended for use in animal feeding 

Veterinary Authorities of importing countries should require the presentation of an international veterinary 
certificate attesting that the products: 
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1) originated from domestic and captive wild pigs in a CSF free country, zone or compartment and have been
prepared in a processing establishment approved by the Veterinary Authority for export purposes; or 

2) have been processed in an establishment approved by the Veterinary Authority for export purposes so as to 
ensure the destruction of the CSFV in accordance with Article 15.2.22., and that the necessary precautions 
were taken after processing to avoid contact of the product with any source of CSFV. 

Article 15.2.18. 

Recommendations for the importation of pig products not derived from fresh meat 
intended for agricultural or industrial use 

Veterinary Authorities of importing countries should require the presentation of an international veterinary 
certificate attesting that the products: 

1) originated from domestic and captive wild pigs in a CSF free country, zone or compartment and have been
prepared in a processing establishment approved by the Veterinary Authority for export purposes; or 

2) have been processed in an establishment approved by the Veterinary Authority for export purposes so as to 
ensure the destruction of the CSFV, and that the necessary precautions were taken after processing to 
avoid contact of the product with any source of CSFV. 

Article 15.2.19. 

Recommendations for the importation of bristles 

Veterinary Authorities of importing countries should require the presentation of an international veterinary 
certificate attesting that the bristles products: 

1) originated from domestic and or captive wild pigs in a CSF free country, zone or compartment free from CSF
and have been were prepared processed in a processing establishment facility approved by the Veterinary
Authority for export purposes; or 

2) have been were processed in accordance with one of the processes in Article 15.2.25bis. in an
establishment a facility approved by the Veterinary Authority for export purposes so as to ensure the
destruction of the CSFV, and that the necessary appropriate precautions were taken after processing to
avoid contact cross-contamination of the product with any source of CSFV. 

Article 15.2.20. 

Recommendations for the importation of litter and manure from pigs 

Veterinary Authorities of importing countries should require the presentation of an international veterinary 
certificate attesting that the litter or manure products: 

1) originated from domestic and or captive wild pigs in a CSF free country, zone or compartment free from CSF
and have been prepared were processed in a processing establishment facility approved by the Veterinary
Authority for export purposes; or 

2) have been were processed in accordance with one of the procedures in Article 15.2.25ter. in an
establishment a facility approved by the Veterinary Authority for export purposes so as to ensure the
destruction of the CSFV, and that the necessary appropriate precautions were taken after processing to
avoid contact cross-contamination of the product with any source of CSFV. 
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Article 15.2.21. 

Recommendations for the importation of skins and trophies from pigs 

Veterinary Authorities of importing countries should require the presentation of an international veterinary 
certificate attesting that the skins or trophies products: 

1)  originated from domestic and or captive wild pigs in a CSF free country, zone or compartment free from CSF 
and have been prepared were processed in a processing establishment facility approved by the Veterinary 
Authority for export purposes; or 

2)  have been were processed in accordance with one of the procedures in Article 15.2.25. in an establishment 
a facility approved by the Veterinary Authority for export purposes so as to ensure the destruction of the 
CSFV in conformity with one of the procedures referred to in Article 15.2.25., and that the necessary 
appropriate precautions were taken after processing to avoid contact cross-contamination of the product with 
any source of CSFV. 

Article 15.2.21bis. 

Recommendations for the importation of other pig products  

Veterinary Authorities of importing countries should require the presentation of an international veterinary 
certificate attesting that the products: 

1)  originated from domestic or captive wild pigs in a country, zone or compartment free from CSF and were 
processed in a facility approved by the Veterinary Authority for export purposes; or 

2)  were processed in a manner to ensure the destruction of CSFV in a facility approved by the Veterinary 
Authority for export purposes, and that appropriate precautions were taken after processing to avoid contact 
cross-contamination of the product with any source of CSFV. 

Article 15.2.22. 

Procedures for the inactivation of the classical swine fever virus CSFV in swill 

For the inactivation of CSFV in swill, one of the following procedures should be used: 

1)  the swill should be is maintained at a temperature of at least 90°C for at least 60 minutes, with continuous 
stirring; or 

2)  the swill should be is maintained at a temperature of at least 121°C for at least 10 minutes at an absolute 
pressure of 3 bar., or 

3) the swill is subjected to an equivalent treatment that has been demonstrated to inactivate CSFV.  

Article 15.2.23. 

Procedures for the inactivation of the classical swine fever virus CSFV in meat 

For the inactivation of CSFV in meat, one of the following procedures should be used: 

1.  Heat treatment 

Meat should be subjected to one of the following treatments: 

a)  heat treatment in a hermetically sealed container with a F0 value of 3.00 or more;  
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b)  heat treatment for at least 30 minutes at a minimum temperature of 70°C, which should be reached 
throughout the meat. 

2.  Natural fermentation and maturation 

The meat should be subjected to a treatment consisting of natural fermentation and maturation having 
resulting in the following characteristics: 

a)  an Aw aw value of not more than 0.93, or 

b)  a pH value of not more than 6.0. 

Hams should be subjected to a natural fermentation and maturation process for at least 190 days and loins 
for 140 days. 

3.  Dry cured pork pig meat 

a)  Italian style hams with bone-in should be cured with salt and dried for a minimum of 313 days. 

b)  Spanish style pork meat with bone-in should be cured with salt and dried for a minimum of 252 days for 
Iberian hams, 140 days for Iberian shoulders, 126 days for Iberian loin, and 140 days for Serrano hams. 

Meat should be cured with salt and dried for a minimum of six months. 

Article 15.2.24. 

Procedures for the inactivation of the classical swine fever virus CSFV in casings 
of pigs 

For the inactivation of CSFV in casings of pigs, the following procedures should be used: salting treating for at 
least 30 days either with phosphate supplemented dry salt or saturated brine (Aw aw< 0.80) containing 86.5% 
NaCl, 10.7% Na22HPO44 and 2.8% Na33PO44 (weight/weight/weight), and kept and at a temperature of greater 
than 20°C or above during this entire period. 

Article 15.2.24bis. 

Procedures for the inactivation of CSFV in bristles 

For the inactivation of CSFV in bristles for industrial use, they should be boiled for at least 30 minutes. 

Article 15.2.24ter. 

Procedures for the inactivation of CSFV in litter and manure from pigs  

For the inactivation of CSFV in litter and manure from pigs, one of the following procedures should be used: 

1) moist heat treatment for at least one hour at a minimum temperature of 55°C; or 

2) moist heat treatment for at least 30 minutes at a minimum temperature of 70°C. 

Article 15.2.25. 

Procedures for the inactivation of the classical swine fever virus CSFV in skins 
and trophies 

For the inactivation of CSFV in skins and trophies, one of the following procedures should be used: 

1)  boiling in water for an appropriate time so as to ensure that any matter other than bone, tusks or teeth is 
removed; 
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2) gamma irradiation at a dose of at least 20 kiloGray at room temperature (20°C or higher);

3) soaking, with agitation, in a 4 percent % (w/v) solution of washing soda (sodium carbonate [Na22CO33]) 
maintained at pH 11.5 or above for at least 48 hours; 

4) soaking, with agitation, in a formic acid solution (100 kg salt [NaCl] and 12 kg formic acid per 1,000 litres
water) maintained at below pH 3.0 for at least 48 hours; wetting and dressing agents may be added; 

5) in the case of raw hides, salting for at least 28 days with sea salt containing 2 percent % washing soda
(sodium carbonate [Na22CO33]).

Article 15.2.25bis. 

Procedures for the inactivation of CSFV in bristles 

For the inactivation of CSFV in bristles for industrial use, they should be boiled for at least 30 minutes. 

Article 15.2.25ter. 

Procedures for the inactivation of CSFV in litter and manure from pigs  

For the inactivation of CSFV in litter and manure from pigs, one of the following procedures should be used: 

1) moist heat treatment for at least one hour at a minimum temperature of 55°C; or 

2) moist heat treatment for at least 30 minutes at a minimum temperature of 70°C.

Article 15.2.26. 

Introduction to surveillance: introduction 

Articles 15.2.26. to 15.2.32. define the principles and provide a guide on the surveillance for CSF, complementary 
to Chapter 1.4., applicable to Member Countries seeking the OIE recognition of CSF status. This may be for the 
entire country or a zone. Guidance is also provided for Member Countries seeking recovery of CSF status for the 
entire country or for a zone following an outbreak and for the maintenance of CSF status. 

The impact and epidemiology of CSF may vary in different regions of the world. The surveillance strategies 
employed for demonstrating freedom from CSF at an acceptable level of confidence should be adapted to the 
local situation. For example, the approach should be tailored in order to prove freedom from CSF for a country or 
zone where wild and feral pigs provide a potential reservoir of infection, or where CSF is present in adjacent 
neighbouring countries. The method should examine the epidemiology of CSF in the region concerned and adapt 
to the specific risk factors encountered. This should include provision of scientifically based supporting data. 
There is, therefore, latitude available to Member Countries to provide a well-reasoned argument to prove that 
absence of infection with CSFV is assured at an acceptable level of confidence. 

Surveillance for CSF should be in the form of a continuing programme designed to establish that susceptible 
populations in a country, zone or compartment are free from infection with CSFV or to detect the introduction of 
CSFV into a population already defined as free. Consideration should be given to the specific characteristics of 
CSF epidemiology which include: 

– the role of swill feeding, the impact of different production systems and the role of wild and feral pigs on
disease spread; 

– the role of semen in transmission of the virus;

– the lack of pathognomonic gross lesions and clinical signs;

– the frequency of clinically inapparent infections; 
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– the occurrence of persistent and chronic infections; 

– the genotypic, antigenic, and virulence variability exhibited by different strains of CSFV. 

Article 15.2.27. 

General conditions and methods for surveillance: general conditions and methods 

1) A surveillance system in accordance with Chapter 1.4. and under the responsibility of the Veterinary
Authority should address the following aspects: 

a) formal and ongoing system for detecting and investigating outbreaks of disease or CSFV infection
should be in place; 

b) a procedure should be in place for the rapid collection and transport of samples from suspected cases 
to a laboratory for CSF diagnosis; 

c) appropriate laboratory testing capability for CSF diagnosis;

dc) a system for recording, managing and analysing diagnostic and surveillance data should be in place. 

2) The CSF surveillance programme should:

a) include an early warning detection system throughout the production, marketing and processing chain
for reporting suspected cases. Diagnosticians and those with regular contact with pigs should report
promptly any suspicion of CSF to the Veterinary Authority. The notification reporting system under the
Veterinary Authority should be supported directly or indirectly (e.g. through private veterinarians or 
veterinary paraprofessionals) by government information programmes. Since many strains of CSFV do 
not induce pathognomonic gross lesions or clinical signs, cases in which CSF cannot be ruled out
should be immediately investigated. Other important diseases such as African swine fever should also
be considered in any differential diagnosis. As part of the contingency plan, personnel responsible for
surveillance should be able to call for assistance from a team with expertise in CSF diagnosis,
epidemiological evaluation, and control; 

b) implement, when relevant, regular and frequent clinical inspections and laboratory testing of high-risk
groups (for example, where swill feeding is practised), or those adjacent neighbouring to a CSF
infected country or zone (for example, bordering areas where infected wild and feral pigs are present). 

An effective surveillance system will periodically identify suspected cases that require follow-up and 
investigation to confirm or exclude infection with CSFV. The rate at which such suspected cases are likely to 
occur will differ between epidemiological situations and cannot, therefore, be reliably predicted. Applications 
for recognition of CSF status should, as a consequence, provide details in accordance with Article 1.6.10. of 
the occurrence of suspected cases and how they were investigated and dealt with. 

Member Countries should review their surveillance strategies whenever an increase in the likelihood of 
incursion of CSFV is perceived identified. Such changes include but are not limited to: 

a) an emergence or an increase in the prevalence of CSF in countries or zones from which live pigs or
products are imported; 

b) an increase in the prevalence of CSF in wild or feral pigs in the country or zone; 

c) an increase in the prevalence of CSF in adjacent neighbouring countries or zones; 

d) an increased entry from, or exposure to, infected wild or feral pig populations of adjacent neighbouring 
countries or zones. 
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Article 15.2.28. 

Surveillance strategies 

1. Introduction 

The population covered by surveillance aimed at detecting disease and infection should include domestic
and wild pig populations within the country or zone to be recognised as free from infection with CSFV. 

The strategy employed to establish estimate the prevalence or demonstrate the absence of infection with
CSFV infection may be based on clinical investigation or on randomised or targeted clinical investigation or
sampling at an acceptable level of statistical confidence. If an increased likelihood of infection in particular
localities or subpopulations can be identified, targeted sampling may be an appropriate strategy. This may
include: 

a) swill fed farms;

b) pigs reared outdoors;

c) specific high-risk wild and feral pig subpopulations and their proximity.

Risk factors may include, among others, temporal and spatial distribution of past outbreaks, pig movements 
and demographics, etc and types of production systems. 

Serology in unvaccinated populations is often the most effective and efficient surveillance methodology, for 
reasons of cost, persistence extended duration of antibody levels and the existence of clinically inapparent 
infections,. serology in unvaccinated populations is often the most effective and efficient surveillance 
methodology. In some circumstances, such as differential diagnosis of other diseases, clinical and 
virological surveillance may also have value. 

The surveillance strategy chosen should be justified as adequate to detect the presence of infection with 
CSFV in accordance with Chapter 1.4. and the epidemiological situation. Cumulative survey results in 
combination with the results of routine surveillance, over time, will increase the level of confidence in the 
surveillance strategy. 

When applying randomised sampling, either at the level of the entire population or withing targeted sub-
populations, the design of the sampling strategy should incorporate epidemiologically appropriate design 
prevalences for the selected populations. The sample size selected for testing should be large enough to 
detect infection if it were to occur at a predefined minimum rate. The choice of design prevalence and 
confidence level should be justified based on the objectives of surveillance and the epidemiological situation, 
in accordance with Chapter 1.4. Selection of the design prevalence in particular, needs to be based on the 
prevailing or historical epidemiological situation. 

Irrespective of the approach selected, the sensitivity and specificity of the diagnostic tests should be 
considered in the survey design, the sample size determination and the interpretation of the results obtained. 

The surveillance system design should anticipate the occurrence of false positive reactions. This is 
especially true of the serological diagnosis of CSF because of the recognised cross-reactivity with ruminant 
pestiviruses, among other factors mentioned in point 4. There needs to be an effective procedure for 
following up positives to ultimately determine with a high level of confidence, whether or not they are 
indicative of infection with CSFV. This should involve confirmatory and differential tests for pestiviruses, as 
well as further investigations concerning the original sampling unit as well as animals which may be 
epidemiologically linked. 

2. Clinical surveillance 

Clinical surveillance continues to be the cornerstone of CSF detection. However, due to the low virulence of
some CSFV strains and the spread of diseases such as African swine fever, and those associated with
porcine circovirus 2 infection, clinical surveillance should be supplemented, as appropriate, by serological
and virological surveillance. 
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Clinical signs and pathological findings are useful for early detection; in particular, any cases where clinical 
signs or lesions suggestive of CSF are accompanied by high morbidity or mortality, these should be 
investigated without delay. In CSFV infections involving low virulence strains, high mortality may only be 
seen in young animals and adults may not present clinical signs. 

Wild and feral pigs rarely present the opportunity for clinical observation, but should form part of any 
surveillance scheme and should, ideally, be monitored for virus as well as antibody antibodies. 

3. Virological surveillance 

Virological surveillance should be conducted:

a) to monitor at risk populations;

b) to investigate clinically suspected cases;

c) to follow up positive serological results; 

d) to investigate increased mortality.

Molecular detection methods can be applied to large-scale screening for the presence of virus. If targeted at 
high-risk groups, they provide an opportunity for early detection that can considerably reduce the 
subsequent spread of disease. Epidemiological understanding of the pathways of spread of CSFV can be 
greatly enhanced by molecular analyses of viruses in endemic areas and those involved in outbreaks in 
disease free areas previously free from CSF. Therefore, CSFV isolates should be sent to an OIE Reference 
Laboratory for further characterisation.  

4. Serological surveillance 

Serological surveillance aims at detecting antibodies against CSFV. Positive CSFV antibody test results can 
have five possible causes: 

a) natural infection with CSFV; 

b) vaccination against CSF;

c) maternal antibodies;

d) cross-reactions with other pestiviruses;

e) non-specific reactors. 

The infection of pigs with other pestiviruses may complicate a surveillance strategy based on serology. 
Antibodies to bovine viral diarrhoea viruses (BVDV) and Border disease virus (BDV) can give positive results 
in serological tests for CSF, due to common antigens. Such samples will require differential tests to confirm 
their identity. One route by which ruminant pestiviruses can infect pigs is the use of vaccines contaminated 
with BVDV. 

CSFV may lead to persistently infected, seronegative young animals, which continuously shed virus. CSFV 
infection may also lead to chronically infected pigs which may have undetectable or fluctuating antibody 
levels. Even though serological methods will not detect these animals, such animals are likely to be in a 
minority in a herd and would not confound a diagnosis based on serology as part of a herd investigation. 

It may be possible to use for CSF surveillance sera collected for other survey purposes for CSF surveillance. 
However, the principles of survey design and the requirement for statistical validity should not be 
compromised. 

In countries or zones where vaccination has been recently discontinued, targeted serosurveillance of young 
unvaccinated animals can indicate the presence of infection. Maternal antibodies are usually found up to 8-
10 weeks of age but may be occasionally last up to four and a half months and can interfere with the 
interpretation of serological results. 
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Marker vaccines and accompanying DIVA tests which fulfil the requirements of the Terrestrial Manual may 
allow discrimination between vaccinal antibody and that induced by natural infection. The serosurveillance 
results using DIVA techniques may be interpreted either at animal or herd level. 

Member Countries should review their surveillance strategies whenever an increase in the risk of incursion 
of CSFV is perceived. Such changes include but are not limited to: 

a) an emergence or an increase in the prevalence of CSF in countries or zones from which live pigs or
products are imported; 

b) an increase in the prevalence of CSF in wild or feral pigs in the country or zone; 

c) an increase in the prevalence of CSF in adjacent countries or zones; 

d) an increased entry from, or exposure to, infected wild or feral pig populations of adjacent countries or
zones. 

Article 15.2.29. 

Additional surveillance procedures for Member Countries applying for OIE 
recognition of classical swine fever CSF free status 

The strategy and design of the surveillance programme will depend on the prevailing epidemiological 
circumstances in and around the country or zone and should be planned and implemented according to the 
conditions for status recognition described in Article 15.2.2. and 15.2.3. and methods described elsewhere in this 
chapter. The objective is to demonstrate the absence of infection with CSFV in domestic and captive wild pigs 
during the last 12 months and to assess the infection status in wild and feral pig populations as described in 
Article 15.2.31. 

Article 15.2.30. 

Additional surveillance procedures for recovery of free status 

In addition to the general conditions described in this chapter, a Member Country seeking recovery of country or 
zone CSF free status, including a containment zone, should show evidence of an active surveillance programme 
to demonstrate absence of infection with CSFV. 

Populations under this surveillance programme should include: 

1) establishments in the proximity of the outbreaks; 

2) establishments epidemiologically linked to the outbreaks; 

3) animals moved from or used to repopulate affected establishments; 

4) any establishments where contiguous culling has been carried out;

5) wild and feral pig populations in the area of the outbreaks. 

The domestic and captive wild pig populations should undergo regular clinical, pathological, virological and 
serological examinations, planned and implemented according to the general conditions and methods described 
in these recommendations. Epidemiological evidence of the infection status in wild and feral pigs should be 
compiled. To regain CSF free status, the surveillance approach should provide at least the same level of 
confidence as within the original application for recognition of freedom. 

Article 15.2.31. 

Surveillance for classical swine fever virus CSFV in wild and feral pigs 

1) The objective of a surveillance programme is either to demonstrate that CSFV infection is not present in wild 
and feral pigs or, if known to be present, to estimate the distribution and prevalence of the infection. While
the same principles apply, surveillance in wild and feral pigs presents additional challenges including: 
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a) determination of the distribution, size and movement patterns associated with the wild and feral pig
population; 

b) relevance and practicality of assessing the possible presence of CSFV infection within the population;

c) determination of the practicability of establishing a zone taking into account the degree of interaction
with domestic and captive wild pigs within the proposed zone. 

The geographic distribution and estimated size of wild and feral pig populations need to be assessed as a 
prerequisite for designing a monitoring system. Sources of information to aid in the design of a monitoring 
system may include governmental and non-governmental wildlife organisations such as hunter associations. 

2) For implementation of the monitoring surveillance programme, it will be necessary to define the limits of the
area over which wild and feral pigs range should be defined, in order to delineate the epidemiological units
within the monitoring programme. It is often difficult to define epidemiological units for Subpopulations of wild 
and feral pigs may be separated from each other by natural or . The most practical approach is based on
natural and artificial barriers. 

3) The monitoring surveillance programme should involve serological and virological testing, including animals
pigs hunted or found dead, road kills, animals pigs showing abnormal behaviour or exhibiting gross lesions
during dressing. 

4) There may be situations where a more targeted surveillance programme can provide additional assurance.
The criteria to define high risk areas for targeted surveillance include: 

a) areas with past history of CSF;

b) subregions with large populations of wild and feral pigs; 

c) border regions with CSF affected countries or zones; 

d) interface between wild and feral pig populations, and domestic and captive wild pig populations;

e) areas with farms with free-ranging and outdoor pigs; 

f) areas with a high level of hunting activity, where animal dispersion and feeding as well as inappropriate
disposal of waste can occur; 

gf)  other risk areas determined by the Veterinary Authority such as ports, airports, garbage dumps and 
picnic and camping areas. 
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Article 15.2.32. 

The use and interpretation of diagnostic tests in surveillance 

____________________________ 
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第 10.4 章 鳥インフルエンザウイルス感染症 

2018 年 9 月 OIE 陸生動物衛生コード委員会  1

第 10.4 章 

高病原性鳥インフルエンザウイルス感染症 

第 10.4.1 条 

総則 

1) 本章の目的は、鳥インフルエンザによる動物及び公衆衛生上のリスクを低減させ、国際的

な拡大を防止することである。本章は、リスト疾病である高病原性鳥インフルエンザに焦

点を絞っているが、高病原性に変異する能力があることを踏まえ、H5 及び H7 亜型低病原

性鳥インフルエンザウイルスについてもサーベイランス及び管理プログラムに含まれるもの

とする。本章は、鳥インフルエンザによる臨床症状の発生のみならず、臨床症状を呈さな

い、鳥インフルエンザウイルス感染についても取り扱う。

陸生コードにおいては、鳥インフルエンザは、Ｈ５若しくはＨ７亜型のインフルエンザ A 型ウ

イルス又は以下の各号に規定する静脈内病原性指数（IVPI）が 1.2 を超える（若しくは、そ

の代替として少なくとも75パーセントの死亡率）インフルエンザA型ウイルスによって起こる

家きんの感染と定義される。これらのウイルスは、高病原性鳥インフルエンザウイルスと低

病原性鳥インフルエンザウイルスに分けられる。 

a) 高病原性インフルエンザウイルスは、6 週齢鶏の IVPI が 1.2 を超えている又はその代

替として、4 から 8 週齢の静脈内感染鶏で少なくとも 75 パーセントの死亡率を引き起

こすものである。IVPI が 1.2 を超えない又は静脈内接種致死試験で 75 パーセント未

満の致死率しかない H5 及び H7 ウイルスは、血球凝集素分子（HA０）切断部位におけ

るマルチ塩基性アミノ酸の有無を確認するため、アミノ酸配列が決定されるものとする。

当該アミノ酸配列が他の高病原性鳥インフルエンザ分離株に見られるものと類似して

いる場合には、試験された当該分離株は、高病原性鳥インフルエンザとみなされるも

のとする。 

b) 低病原性鳥インフルエンザウイルスは、高病原性鳥インフルエンザウイルスに該当し

ないすべての H5 及び H7 亜型インフルエンザ A 型ウイルスである。 

2) 陸生コードにおいては、

a) 高病原性鳥インフルエンザは次の静脈内病原性指数（IVPI）を満たすインフルエンザ

A 型ウイルスに家きんが感染することを意味する

— 6 週齢鶏の IVPI が 1.2 を超えている又はその代替として、4 から 8 週齢の静脈内

感染鶏で少なくとも 75 パーセントの死亡率を引き起こすものである。IVPI が 1.2

を超えない又は静脈内接種致死試験で 75 パーセント未満の致死率しかない H5

及び H7 ウイルスは、血球凝集素分子（HA０）切断部位におけるマルチ塩基性アミ

参考資料４
※本資料は参考仮訳ですので、最終的な確認は原文をご参照ください。 
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ノ酸の有無を確認するため、アミノ酸配列が決定されるものとする。当該アミノ酸

配列が他の高病原性鳥インフルエンザ分離株に見られるものと類似している場合

には、試験された当該分離株は、高病原性鳥インフルエンザとみなされるものと

する。

b) 高病原性鳥インフルエンザウイルス感染の発生は以下のとおり定義される。すなわち、

1 検体以上の家きんの検体若しくは家きん由来産物からウイルスが分離され、鳥イン

フルエンザウイルスとして同定される、又は特異的なウイルス核酸が検出されることで

ある。

3) 家きんとは、食用として消費される肉若しくは卵の生産、その他の営利産物の生産、狩猟

用鳥の新たな供給又はこれらのカテゴリーの鳥の繁殖のために使用されるすべての家畜

化した鳥（裏庭家きんを含む）及びあらゆる目的で使用される闘鶏と定義される。 

本項前段の理由以外の理由で拘束されている鳥（ショー、レース、展示、競技又はこれら

のカテゴリーの鳥の繁殖若しくは販売を目的として及びペットとして飼育される鳥を含む）

は、家きんであるとはみなされない。 

c) 家きんとは、食用として消費される肉若しくは卵の生産、その他の営利産物の生産、こ

れらのカテゴリーの鳥の繁殖のために使用される鳥、あらゆる目的で使用される闘鶏

を含む全ての家畜化された鳥を意味する。狩猟の補充用の鳥は家きんと見なされる。

もし鳥が一世帯のみで飼養され、その生産物が同じ世帯内で使用された場合は,これ

らの鳥は家きんと見なされない。

本項前段の理由以外の理由で拘束されている鳥（ショー、レース、展示、競技又はこ

れらのカテゴリーの鳥の繁殖若しくは販売を目的として及びペットとして飼育される鳥

を含む）は、家きんであるとはみなされない。 

d) 高病原性鳥インフルエンザの群単位の潜伏期間は 14 日とする。

3) 分布、宿主行きの突然又は想定外の変動又は発生や病原性、鳥インフルエンザによる有

病率や死亡率の増加は、人獣共通感染症の鳥インフルエンザウイルスと同様に、第1.1章

にもとづき通報の対象となる。野鳥を含む家きん以外の鳥における高病原性鳥インフルエ

ンザ A 型ウイルスの発生は通報対象とする。国または地域における６ヶ月ごとの鳥インフル

エンザウイルスの存在に関する報告には H5 及び H7 亜型ウイルスを含むものとする。

家きん以外の鳥（野鳥を含む）におけるインフルエンザ A 型ウイルス感染又は家きんにお

ける低病原性鳥インフルエンザウイルスに関する通報は、国又は地域の清浄ステータスに

影響しない。加盟国は、そのような通報又は家きん以外（野鳥含む）におけるインフルエン

ザ A 型ウイルスの存在に関する情報を得たことによる家きん及び家きん製品の輸入停止

措置を課さないものとする。 

陸生コードにおいては、鳥インフルエンザの潜伏期間は、21 日であるものとする。 
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5) 本章は、鳥インフルエンザによる臨床症状の発現する感染だけでなく、臨床症状を発現し

ない鳥インフルエンザウイルス感染も対象とする。

6) 家きんから検出される、ワクチン接種によるものではない H5 又は H7 亜型抗体は、直ちに

調査されるものとする。単発的な血清学的陽性結果の場合には、徹底した疫学的調査及

び検査施設での調査によって当該感染のさらなる証拠が認められないことを根拠として、

鳥インフルエンザウイルスの感染が排除される場合がある。

7) 陸生コードでは、‘鳥インフルエンザ清浄飼育施設’とは、第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に

従うサーベイランスに基づき、当該家きんに鳥インフルエンザウイルス感染の証拠が認め

られない飼育施設をいう。

8) 家きん以外の鳥（野生鳥を含む）高病原性インフルエンザ A 型ウイルスの感染は、第 1.1.3

条に従い通報されるものとする。ただし、加盟国は、当該通報又は家きん以外の鳥（野生

鳥を含む）におけるインフルエンザ A 型の存在に関するその他の情報に応じて、家きん物

品の貿易に対し、禁止措置を課さないものとする。

4) 家きんに対する高病原性鳥インフルエンザワクチンの接種は特定の条件下において、陸

生マニュアルの基準を満たすワクチンであった場合は、清浄ステータスに影響することな

く、その接種が推奨されることがある。ワクチン接種は、スタンピングアウトのみでは十分有

効でない場合に使用できる、効果的な、補完的管理手段である。ワクチンを接種するか

否かは、獣医当局による、第 4.17 章で記載されている適切なワクチン接種戦略の遂行能

力と、鳥インフルエンザの状況に応じて獣医当局により決定される。使用されるワクチンは、

陸生マニュアルに規定される基準を満たすものとする。

5) 診断検査（病原性試験を含む）及びワクチンの基準は、陸生マニュアルに規定される。使

用されるワクチンは、陸生マニュアルに規定される基準を満たすものとする。 

第 10.4.1bis 条 

安全物品 

以下の物品について輸入又は通貨を許可する場合には、獣医当局は、輸出国又は地域の鳥

インフルエンザのステータスに関わらず、鳥インフルエンザに関連した条件を課さないものとす

る。 

1) 密閉容器中で F 値 3.00 以上を満たす加熱家きん肉

2) エクストルージョン処理済み乾燥ペットフード又はエクストルージョン処理後に家きん由来

材料によるコーティングを行った原料

3) レンダリング処理された肉骨粉、血粉、家きん由来油脂

4) 洗浄と蒸気乾燥させた家きん又はその他の鳥の羽毛・ダウン
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他の家きん及び他の鳥の物品は,本章関連条に従う場合には、安全に貿易されることができ

る。 

第 10.4.2 条 

国、地域又はコンパートメントの鳥インフルエンザステータスの決定 

国、地域又はコンパートメントの鳥インフルエンザステータスは、以下の各号の基準に基づき決

定することができる。 

1) 鳥インフルエンザが当該領土全域で通報対象であり、継続的な鳥インフルエンザ啓蒙プ

ログラムが実施され、通報された鳥インフルエンザのすべての疑発生が、適切な現地検査、

及び適宜検査施設検査を受けること。 

2) 家きんにおける臨床症状を呈さない感染の存在及び家きん以外の鳥に由来するリスクを

立証するため、適切なサーベイランスが実施されていること。これが、第 10.4.27 条から第

10.4.33 条に従う鳥インフルエンザサーベイランスプログラムを通じて達成される場合があ

る。 

3) 鳥インフルエンザ発生及びその歴史的見通しに関するすべての疫学的要因の考慮

第 10.4.3 条 

鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパートメント 

第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に従うサーベイランスに基づき、過去 12 ヶ月間、当該国、地域

又はコンパートメントに、家きんの鳥インフルエンザウイルス感染がないことが示されている場

合には、国、地域又はコンパートメントは、鳥インフルエンザ清浄であるとみなすことができる。 

それまで清浄であった国、地域又はコンパートメントの家きんで感染が発生した場合には、以

下の各号のいずれかが満たされたときに、鳥インフルエンザ清浄ステータスを回復することが

できる。 

1) 高病原性鳥インフルエンザウイルス感染の場合には、第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に従

うサーベイランスが当該 3 ヶ月間実施されたことを条件として、摘発淘汰政策（すべての汚

染飼育施設の消毒を含む）が適用された後 3 ヶ月 

2) 低病原性鳥インフルエンザウイルス感染の場合には、第 10.4.19 条に規定される要件が満

たされたことを条件に、人の食用としてと畜されるため、家きんを飼育すること又は摘発淘

汰政策を適用することができる。いずれの場合であっても、第 10.4.27 条から第 10.4.33 条

に従うサーベイランスが当該 3 ヶ月間実施されたことを条件として、すべての汚染飼育施

設の消毒後 3 ヶ月 

第 10.4.34 条 

家きんの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染清浄の国または地域又はコンパートメント 
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国又は地域又はコンパートメントは、以下の各号の場合には、高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス感染清浄であるとみなすことができる。

— 家きんにおける高病原性鳥インフルエンザウイルス感染が当該領土全域で通報対象であ

ること 

— 家きんにおける H5 及び H7 亜型低病原性鳥インフルエンザの状況を監視するためのサー

ベイランスが進行中であり、H5 及び H7 亜型低病原性鳥インフルエンザの管理とバイオセ

キュリティに関する啓発プログラムがあること

— 1)第 1.4 章及び第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に従うサーベイランスに基づき、第 10.4.1

条に定義される家きんの高病原性鳥インフルエンザが、当該国又は地域又はコンパートメ

ントに、過去12ヶ月間、発生していない旨が証明示されてされていること。定義される低病

原性鳥インフルエンザウイルスのそのステータスは不明である場合があるものの、当該国、

地域又はコンパートメントに、過去 12 ヶ月間、家きんの高病原性鳥インフルエンザウイルス

感染がないことが示されていること。 

— 鳥関連物品が第 10.4.5 条から第 10.4.23 条に従い輸入されていること 

サーベイランスは、歴史的若しくは地理的要因、産業構造、個体数データ、 新の発生との近

接又はワクチンの使用に応じて、当該国の一部又は既存の地域若しくはコンパートメントに合

わせた調整をするものとする。 

それまで清浄であった国、地域又はコンパートメントの家きんで感染が発生した場合には、第

10.4.27条から第10.4.33条に従うサーベイランスが当該3ヶ月間実施されたことを条件として、

摘発淘汰政策（すべての汚染飼育施設の消毒を含む）が適用された後3ヶ月で、鳥インフルエ

ンザ清浄ステータスを回復することができる。

第 10.4.3bis 条 

高病原性鳥インフルエンザ清浄コンパートメント 

高病原性鳥インフルエンザ清浄コンパートメントの設定は第 4.3 章及び第 4.4 章の原則及び本

章関連条に従うものとする。 

第 10.4.3ter 条 

高病原性鳥インフルエンザ清浄国又は地域内における封じ込め地域の設定 

高病原性鳥インフルエンザ清浄であった国又は地域内に発生があった場合には、国又は地域

全体に対する影響を 小限に抑える目的で、全ての疫学的関連のある発生を含む封じ込め

地域を設定することができる。 

サーベイランスプログラムは、第 4.3.7 条の封じ込め地域設定要件に加え、家きん生産の密度、

家きんの種類、地方の管理慣行（域内の家きん、人、設備の移動パターンを含む）、関連する
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バイオセキュリティ、野鳥を含む家きん以外の鳥の存在及びその潜在的役割及び家きん飼育

施設の通年又は季節的な湖との近接性を考慮に入れるものとする。 

封じ込め地域外の区域の清浄ステータスは、当該封じ込め地域が設定されるまでの間、失効

する。第 10.4.3quarter 条に関わらず、当該封じ込め地域が明確に設定されれば、その区域の

清浄ステータスは回復されることができる。国際貿易用の物品は当該封じ込め地域外に由来

する又は当章関連条に従う旨が立証されるものとする。 

第 10.4.3quater 条 

清浄ステータスの回復 

清浄国又は地域において家きんにおける感染があった場合、スタンピングアウト政策による措

置が完了してから少なくとも 28 日間が経過し、第 10.4.27 条から第 10.4.33 条、特に第 10.4.30

条の 3)に基づくサーベイランスがその間に実施され、感染のないことが証明された場合は、清

浄ステータスを再取得することができる。 

スタンピングアウト政策がとられない場合は第 10.4.3 条が適用される。 

第 10.4.5 条 

高病原性鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパートメントからの輸入に関する勧告 

生きた家きん（初生ヒナを除く）の輸入 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 当該家きんが、発送日に鳥インフルエンザの臨床症状を呈していなかったこと。

2)

a) 当該家きんが、それが孵化して以来又は過去 21 日間、高病原性鳥インフルエンザ清

浄の国、地域又はコンパートメントに由来すること。飼育されていたこと。

b) 当該家きんがいかなる H5 または H7 亜型 A 型インフルエンザウイルス感染が清浄の

フロックに由来すること

3) 当該家きんが、新しい又は適当に衛生的なコンテナで輸送されていること。

当該家きんが、鳥インフルエンザのワクチン接種を受けている場合には、当該使用ワクチンの

性状及びワクチン接種日が、国際動物衛生証明書に記載添付されるものとする。 

第 10.4.6 条 
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家きん以外の生きた鳥の輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国の鳥インフルエンザのステータスにかかわらず、以下の各号を満たす旨

証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) 当該鳥が、発送日に、家きんでは鳥インフルエンザとみなされるウイルス感染の臨床症状

を呈していなかったこと。

2) それが孵化して以来又は発送前少なくとも 2128 日間、獣医サービスが承認した隔離施設

で飼育され、当該隔離期間中、家きんでは鳥インフルエンザとみなされるウイルス感染の

臨床症状を呈さなかったこと。

3) 家きんでは鳥インフルエンザとみなされるウイルス感染の清浄性を立証するため、第

10.4.29 条の規定に従い選定された、当該鳥の統計上正当な試料が、発送前少なくとも 14

日間に、A 型インフルエンザウイルスに対する診断検査を受け、H5 又は H7 亜型について

陰性の結果を得ていること。

4) 当該鳥が、新しい又は適当に衛生的なコンテナで輸送されていること。

当該鳥が、鳥インフルエンザのワクチン接種を受けている場合には、当該使用ワクチンの性状

及びワクチン接種日が、当該国際動物衛生証明書に記載添付されるものとする。 

第 10.4.7 条 

鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパートメントからの輸入に関する勧告 

家きんの生きた初生ヒナの輸入 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 当該家きんが、それが孵化して以来、鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパートメ

ントで飼育されていたこと。 

2) 当該家きんが、当該卵の収集前少なくとも 21 日間及び収集時に鳥インフルエンザ清浄の

国、地域又はコンパートメントで飼育されていた親フロックに由来すること。 

3) 当該家きんが、新しい又は適当に衛生的なコンテナで輸送されていること。

当該家きん又は親フロックが、鳥インフルエンザのワクチン接種を受けている場合には、当該

使用ワクチンの性状及びワクチン接種日が、当該証明書に添付されるものとする。 

第 10.4.8 条 

家きんの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染清浄の国、地域又はコンパートメントからの

輸入に関する勧告 
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家きんの生きた初生ヒナの輸入 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 当該家きんが、それが孵化して以来、家きんの高病原性鳥インフルエンザ感染清浄の国、

地域又はコンパートメントで飼育されていたこと。

a) 当該家きんが、当該卵の収集前 21 日間及び収集時に鳥インフルエンザ清浄の飼育

施設で飼育されていた H5 又は H7 亜型 A 型インフルエンザウイルス清浄である親フ

ロックに由来すること、又は

b) 第 6.5.5 条第 4 項 d)に基づき卵の表面が消毒された卵から孵化した家きん初生ヒナ

2) 当該家きんが、新しい又は適当に衛生的なコンテナで輸送されていること。

当該家きん又は親フロックが、鳥インフルエンザのワクチン接種を受けている場合には、当該

使用ワクチンの性状及びワクチン接種日が、当該国際動物衛生証明書に記載添付されるもの

とする。 

第 10.4.9 条 

家きん以外の生きた初生ヒナの輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国の鳥インフルエンザのステータスにかかわらず、以下の各号を満たす旨

証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) 当該鳥が、発送日に、家きんでは鳥インフルエンザとみなされるウイルス感染の臨床症状

を呈していなかったこと。

2) 当該鳥が、獣医サービスが承認した隔離施設で孵化し、飼育されていたこと。

3) 家きんでは鳥インフルエンザとみなされるウイルス感染の清浄性を立証するため、当該卵

の収集時に、当該親フロックがA型鳥インフルエンザの診断検査を受け、H5又はH7亜型

について陰性の結果を得ていること。

4) 当該鳥が、新しい又は適当に衛生的なコンテナで輸送されていること。

当該家きん又は親フロックが、鳥インフルエンザのワクチン接種を受けている場合には、当該

使用ワクチンの性状及びワクチン接種日が、当該国際動物衛生証明書に記載添付されるもの

とする。 

第 10.4.10 条 

鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパートメントからの輸入に関する勧告 
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家きんの孵化用卵の輸入 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 当該卵が、鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパートメントに由来すること。

2) 当該卵が、当該卵の収集前少なくとも 21 日間及び収集時に鳥インフルエンザ清浄の国、

地域又はコンパートメントで飼育されていた親フロックに由来すること。 

3) 当該卵が、新しい又は適当に衛生的な梱包材で輸送されていること。

当該親フロックが、鳥インフルエンザのワクチン接種を受けている場合には、当該使用ワクチ

ンの性状及びワクチン接種日が、当該証明書に添付されるものとする。

第 10.4.11 条 

家きんの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染清浄の国、地域又はコンパートメントからの

輸入に関する勧告 

家きんの孵化用卵の輸入 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 当該卵が、家きんの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染清浄の国、地域又はコンパ

ートメントに由来すること。

2)

a) 当該卵が、当該卵の収集前少なくとも 21 日間及び収集時に鳥インフルエンザ清浄の

飼育施設で飼育されていたいかなる H5 又は H7 亜型 A 型インフルエンザ清浄である

親フロックに由来すること、又は

b) 当該卵が、第 6.5.5 条第 4 項 d)に従い（第 6.4 章に従い）その表面を衛生的な状態に

処理されていること。

3) 当該卵が、新しい又は適当に衛生的な梱包材で輸送されていること。

当該親フロックが、鳥インフルエンザのワクチン接種を受けている場合には、当該使用ワクチ

ンの性状及びワクチン接種日が、当該国際動物衛生証明書に記載添付されるものとする。

第 10.4.12 条 

家きん以外の鳥の孵化用卵の輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国の鳥インフルエンザのステータスにかかわらず、以下の各号を満たす旨
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証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) 家きんでは鳥インフルエンザとみなされるウイルス感染の清浄性を立証するため、当該卵

の収集 147 日前及び収集時に、当該親フロックの鳥の統計上正当な試料が A 型インフル

エンザの診断検査を受け、H5 及び H7 亜型について陰性の結果を得ていること。

2) 当該卵が、第 6.5.5 条第 4 項 d)に従い（第 6.4 章に従い）その表面を衛生的な状態に処理

されていること。

3) 当該卵が、新しい又は適当に衛生的な梱包材で輸送されていること。

当該親フロックが、鳥インフルエンザのワクチン接種を受けている場合には、当該使用ワクチ

ンの性状及びワクチン接種日が、当該国際動物衛生証明書に記載添付されるものとする。

第 10.4.13 条 

鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパートメントからの輸入に関する勧告 

食用卵の輸入 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 当該卵が、鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパートメントで生産及び梱包されて

いること。 

2) 当該卵が、新しい又は適当に衛生的な梱包材で輸送されていること。

第 10.4.14 条 

家きんの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染清浄の国、地域又はコンパートメントからの

輸入に関する勧告 

食用卵の輸入 

獣医当局は、以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるもの

とする。 

1) 当該卵が、家きんの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染の国、地域又はコンパートメ

ントで生産及び梱包されていること。

2) 当該卵が、（第 6.4 章に従い）その表面を衛生的な状態に処理されていること。

2) 当該卵が、新しい又は適当に衛生的な梱包材で輸送されていること。

第 10.4.15 条 
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家きんの卵製品の輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国の鳥インフルエンザのステータスにかかわらず、以下の第 1 号又は第 2

号、及び第 3 号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) 当該物品が、第 10.4.13 条又は第 10.4.14 条の要件を満たす卵に由来すること。 

2) 当該物品が、第 10.4.25 条に従い、高病原性鳥インフルエンザウイルスを確実に不活化殺

滅する処理を受けていること。 

3) 当該物品の高病原性鳥インフルエンザウイルス感染源との接触を防止するために必要な

予防措置がとられていること。 

第 10.4.16 条 

鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパートメントからの輸入に関する勧告 

家きんの精液の輸入 

獣医当局は、供与家きんが以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義

務付けるものとする。 

1) 精液採取日に鳥インフルエンザの臨床症状を呈していなかったこと。 

2) 精液採取前少なくとも 21 日間及び収集時に鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパ

ートメントで飼育されていたこと。 

第 10.4.17 条 

家きんの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染清浄の国、地域又はコンパートメントからの

輸入に関する勧告 

家きんの精液の輸入 

獣医当局は、供与家きんが以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義

務付けるものとする。 

1) 精液採取日に高病原性鳥インフルエンザウイルス感染の臨床症状を呈していなかったこ

と。 

2) 精液採取前少なくとも 21 日間及び収集時に高病原性鳥インフルエンザウイルス清浄感染

の国、地域又はコンパートメントで飼育されていたこと。 

第 10.4.18 条 

家きん以外の鳥の精液の輸入に関する勧告 
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獣医当局は、原産国の鳥インフルエンザのステータスにかかわらず、供与鳥が以下の各号を

満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) 精液採取前少なくとも 2821 日間、獣医サービスが承認した隔離施設で飼育されていたこ

と。 

2) 当該隔離期間中、家きんでは鳥インフルエンザとみなされるウイルス感染の臨床症状を

呈さなかったこと。 

3) 精液採取前 14 日以内に検査を受け、家きんでは鳥インフルエンザとみなされるウイルス

感染の清浄性が示されたこと。 

第 10.4.19 条 

鳥インフルエンザ清浄又は家きんの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染清浄の国、地域

又はコンパートメントからの輸入に関する勧告 

家きんの生鮮肉の輸入 

獣医当局は、当該全生鮮肉積送品が以下の各号を満たす家きんに由来する旨証明する国際

動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) それが孵化して以来又は少なくとも過去 21 日間、家きんの高病原性鳥インフルエンザ感

染清浄の国、地域又はコンパートメント由来するで飼育されていたこと。 

2) 家きんの高病原性鳥インフルエンザ感染清浄の国、地域又はコンパートメントの認可食肉

処理場でと畜され、第 6.3 章に従いと畜前及びと畜後の検査を受け、好ましい結果が得ら

れたこと鳥インフルエンザを示唆する症状がないことが示されたこと。 

第 10.4.20 条 

家きんの肉製品の輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国の鳥インフルエンザのステータスにかかわらず、以下の第 1 号又は第 2

号、及び第 3 号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) 当該物品が、第 10.4.19 条の要件を満たす生鮮肉に由来すること。 

2) 当該物品が、第 10.4.26 条に従い、高病原性鳥インフルエンザウイルスを確実に不活化殺

滅する処理を受けていること。 

3) 当該物品の高病原性鳥インフルエンザウイルス感染源との接触を防止するために必要な

予防措置がとられていること。 

第 10.4.21 条 

      51



第 10.4 章 鳥インフルエンザウイルス感染症 

2018 年 9 月 OIE 陸生動物衛生コード委員会  13

動物飼料への利用又は農業若しくは工業利用を目的とする第 10.4.1bis 条に記載されていな

い家きん由来産物の輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国のステータスにかかわらず、以下を満たす旨証明する国際動物衛生証明

書の提示を義務付けるものとする。 

1) 当該物品が、高病原性鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパートメントで飼育され

た家きんに由来し、高病原性鳥インフルエンザ清浄の国、地域又はコンパートメント内で

加工されていること、又は

2) 当該物品が、以下の各号のいずれかを使用した、鳥インフルエンザウイルスを確実に不

活化する処理を受けていること。

a) 56℃で 30 分間の湿熱処理

b) 製品全体の内部温度が 低 74℃となる加熱処理

c) 鳥インフルエンザウイルスを不活化することが立証されている同等の処理

3) 当該物品の高病原性鳥インフルエンザウイルス感染源との接触を防止するために必要な

予防措置がとられていること。

第 10.4.21 条 

動物飼料への利用又は農業若しくは工業利用を目的とする家きん由来産物（羽毛粉及び家

きん肉骨粉を除く）の輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国の鳥インフルエンザのステータスにかかわらず、以下の第 1 号又は第 2

号、及び第 3 号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

4) 当該物品が、それが孵化してからと畜までの間又はと畜前少なくとも 21 日間、鳥インフル

エンザ清浄の国、地域又はコンパートメントで飼育された家きんに由来し、鳥インフルエン

ザ清浄の国、地域又はコンパートメント内で加工されていること。 

5) 当該物品が、以下の各号のいずれかを使用した、鳥インフルエンザウイルスを確実に殺

滅する処理を受けていること。 

d) 56℃で 30 分間の湿熱処理

e) 鳥インフルエンザウイルスを不活化することが立証されている同等の処理

6) 当該物品の鳥インフルエンザウイルス感染源との接触を防止するために必要な予防措置

がとられていること。 
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第 10.4.22 条 

第 10.4.1bis 条に記載されていない家きんの羽毛及び綿毛の輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国の鳥インフルエンザのステータスにかかわらず、以下の第 1 号又は第 2

号、及び第 3 号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) 当該物品が、第 10.4.19 条に規定される家きんに由来し、高病原性鳥インフルエンザ清浄

の国、地域又はコンパートメント内で加工されていること。

2) 当該物品が、以下の各号のひとつを使用した、鳥インフルエンザウイルスを確実に殺滅す

る処理を受けていること。

a) 洗浄及び 100℃で 30 分間の蒸気乾燥

a) 8 時間のホルマリン（10 パーセントのホルムアルデヒド）燻蒸

b) 20kGy の放射線照射

c) 鳥インフルエンザウイルスを不活化することが立証されている同等の処理

3) 当該物品の高病原性鳥インフルエンザウイルス感染源との接触を防止するために必要な

予防措置がとられていること。

第 10.4.23 条 

家きん以外の鳥の羽毛及び綿毛の輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国の鳥インフルエンザのステータスにかかわらず、以下の第 1 号及び第 2

号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) 当該物品が、以下の各号のひとつを使用した、家きんでは鳥インフルエンザとみなされる

ウイルスを確実に不活化殺滅する処理を受けていること。

a) 洗浄及び 100℃で 30 分間の蒸気乾燥

a) 8 時間のホルマリン（10 パーセントのホルムアルデヒド）燻蒸

b) 20kGy の放射線照射

c) 鳥インフルエンザウイルスを不活化することが立証されている同等の処理

2) 当該物品の家きんでは高病原性鳥インフルエンザとみなされるウイルス感染源との接触

を防止するために必要な予防措置がとられていること。

第 10.4.24 条 
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羽毛粉及び家きん肉骨粉の輸入に関する勧告 

獣医当局は、原産国の鳥インフルエンザのステータスにかかわらず、以下の第 1 号又は第 2

号、及び第 3 号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。 

1) 当該物品が、それが孵化してからと畜までの間又はと畜前少なくとも 21 日間、鳥インフル

エンザ清浄の国、地域又はコンパートメントで飼育された家きんに由来し、鳥インフルエン

ザ清浄の国、地域又はコンパートメント内で加工されていること。 

2) 当該物品の以下の各号のいずれかの処理を受けていること。

a) 低温度 118℃で 40 分間の湿熱処理

b) 低温度 122℃で 短 15 分間の蒸気による少なくとも 3.79 気圧下の継続的加水分

解処理 

c) 当該産物全体の内部温度が確実に少なくとも 74℃に達する代替化製処理

3) 当該物品の鳥インフルエンザウイルス感染源との接触を防止するために必要な予防措置

がとられていること。 

第 10.4.25 条 

卵及び卵製品中の高病原性鳥インフルエンザウイルス不活化方法 

卵及び卵製品中に存在する ND ウイルスを不活化するには、以下の表に掲げる業界標準温度

別時間が適切である。 

中心温度（℃） 時間 

全卵 60 188 秒 

全卵混合物 60 188 秒 

全卵混合物 61.1 94 秒 

液卵白 55.6 870 秒 

液卵白 56.7 232 秒 

10 パーセント塩漬け卵黄 62.2 138 秒 

乾燥卵白 67 20 時間 

乾燥卵白 54.5 513 時間 

掲げた温度は、７ログキル（7-log kill）を達成する値域を示す。科学的な証拠書類が提供され

た場合には、これらの時間及び温度との不一致が、当該ウイルスの不活化を達成するときに適

切な場合もある。 

第 10.4.26 条 

肉中の高病原性鳥インフルエンザウイルス不活化方法 
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肉中に存在する鳥インフルエンザウイルスを不活化するには、以下の表に掲げる業界標準温

度別時間が適切である。 

中心温度（℃） 時間 

家きん肉 60.0 507 秒 

65.0 42 秒 

70.0 3.5 秒 

73.9 0.51 秒 

掲げた温度は、７ログキル（7-log kill）を達成する値域を示す。科学的な証拠書類が提供され

た場合には、これらと相違する時間及び温度が、当該ウイルスの不活化を達成するときに適切

な場合もある。 

第 10.4.26bis 条 

科学的標本、皮、狩猟記念品中の高病原性鳥インフルエンザウイルスの不活化方法 

獣医当局は、科学的標本、皮、狩猟記念品中の高病原性鳥インフルエンザウイルスを不活化

するための方法は、以下のうち一つが使用されるものとする。 

1) 骨、爪、嘴以外の部位が除かれることが確実となるだけの適切な時間、煮沸する

2) pH11.5 以上に維持された 4％（w/v）洗濯ソーダ（炭酸ナトリウム-Na2CO3）水溶液に、攪拌

しながら、少なくとも 48 時間浸漬すること。

3) pH3.0 未満に維持されたギ酸溶液（1,000 リットルの水当たり 100 キログラムの塩〔NaCl〕及

び12キログラムのギ酸）に、攪拌しながら、少なくとも48時間浸漬すること。湿潤剤及び化

粧剤を添加しても良い。

4) 生皮の場合には、2％洗濯ソーダ（炭酸ナトリウム-Na2CO3）を含有する海塩に少なくとも 28

日間浸漬すること。

5) 1%ホルマリンで 低 6 日間処理すること

6) 鳥インフルエンザウイルスを不活化することが立証されている同等の処理

第 10.4.27 条 

高病原性鳥インフルエンザサーベイランス序論 

第 10.4.27 条から第 10.4.33 条は、自国の鳥インフルエンザステータスを定めようとする加盟国

に適用可能な、第 1.4 章の補完的な鳥インフルエンザサーベイランスの原則を明確化し、指針

を規定する。サーベイランスは、家きんにおける H5 及び H7 亜型低病原性鳥インフルエンザの

一般的な状況を監視し、及び野鳥における鳥インフルエンザを監視することで、ワクチン接種

プログラムを補助するためにも必要である。それは、国、地域又はコンパートメントの全域に適
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用することができる。発生が認められた後に清浄ステータスを得ようとする加盟国のための指

針及び鳥インフルエンザステータスを維持するための指針もまた規定されている。 

野生鳥におけるインフルエンザＡ型ウイルスの存在は、特別な問題を生む。本質において、野

生鳥における自国のインフルエンザＡ型の清浄性を宣言できる国はない。ただし、本章の鳥イ

ンフルエンザの定義は、家きんの当該感染のみに言及しており、第 10.4.27 条から第 10.4.33

条は、当該定義の下で作成された。 

鳥インフルエンザの影響及び疫学は、世界のさまざまな地域で大きく異なっており、したがって、

すべての状況に対応する詳細な具体的勧告を規定することは不可能である。鳥インフルエン

ザの清浄性を受け入れ可能な信頼性の水準で立証するために展開されるサーベイランス戦

略は、地方の状況に合わせて調整されるものとする。家きんと野生鳥との接触の頻度、バイオ

セキュリティのさまざまな水準、生産システム、家畜水鳥を含むさまざまな感受性種の混合等

多様であることから、個別の状況に対応するためには、特殊なサーベイランス戦略が必要であ

る。問題の地域の鳥インフルエンザの疫学を説明し、すべてのリスク要因がどのように管理され

ているかを立証する科学データを提供することは、加盟国の義務である。したがって、加盟国

は、かなりの許容範囲をもって、事実に基づく議論を提供し、受け入れ可能な信頼性の水準で

鳥インフルエンザウイルスの感染がない旨立証することができる。家きんにおける H5 及び H7

亜型低病原性鳥インフルエンザウイルスのサーベイランスは、これらが高病原性のウイルスに

変化する可能性があるため有意である。現時点では、この変異が起こるかどうか及びいつ起こ

るかを予測するための科学的根拠は存在しない。低病原性ウイルスの発生は飼育施設レベル

で処理されることができるが、他の家きん飼育施設に拡大し、特にそれが検出されず対応され

なかった場合には、ウイルス変異の危険性は増す。従って、H5 及び H7 亜型低病原性鳥インフ

ルエンザが家きん飼育施設間で伝播している汚染施設のクラスターを検出するためのサーベ

イランスシステムを有する。

鳥インフルエンザのサーベイランスは、申請された国、地域又はコンパートメントの鳥インフルエ

ンザウイルス感染清浄性を確定するために計画される継続的プログラムの枠内にあるものとす

る。 

公衆衛生上の問題との関与が疑われる場合には、適切な公衆衛生当局に通報されることが不

可欠である。 

第 10.4.28 条 

サーベイランスの一般的要件及び方法高病原性鳥インフルエンザの早期警戒のためのサー

ベイランス 

1) 鳥インフルエンザのサーベイランスは、国又は地域における高病原性鳥インフルエンザウ

イルスの感染を適時発見するために設計された継続的なプログラムの形態であるものとす

る。第 1.4 章に従うサーベイランスシステムは、獣医当局の所掌であるものとし、とりわけ以

下の各号が満たされるものとする。 

a) 疾病の発生又は鳥インフルエンザウイルスの感染を発見し、調査する正規の継続的
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システムが整備されているものとする。

b) 鳥インフルエンザの診断のため、鳥インフルエンザの疑症例から試料を迅速に採取し、

それを検査施設に輸送する方法が整備されているものとする。 

c) 診断及びサーベイランスデータを記録、管理及び分析するシステムが整備されている

ものとする。 

2) 高病原性鳥インフルエンザのサーベイランスプログラムは、以下の各号が満たされるものと

する。 

a) 疑わしい疑似症例を報告するため、生産、販売及び加工チェーン全体を通じた、第

1.4.5 条に従う早期警戒システムが包含されていること。家きんと日常的に接触する農

家及び作業者並びに診断技術者は、高病原性鳥インフルエンザのいかなる疑い事例

もすみやかに獣医当局に報告するものとする。これらの者は、政府情報プログラム及

び獣医当局によって直接又は間接的（民間の獣医師又は動物看護士を通じて等）に

支援されるものとする。高病原性鳥インフルエンザのすべての疑似症例は、直ちに調

査されるものとする。疫学的調査及び臨床調査のみでは、常に疑いを解決することが

できるわけではないことから、適当な検査を受けるため、試料が採取され、それが検

査施設に送付されるものとする。このためには、採材キッドその他の器具をサーベイラ

ンス担当者が使用できる必要がある。サーベイランス担当者は、鳥インフルエンザの

診断及び管理の専門家からなるチームの支援を求めることができるものとする。公衆

衛生上の潜在的重要性が疑われる場合には、適当な公衆衛生当局への通報が、極

めて重要である。 

b) 高病原性鳥インフルエンザの汚染国又は地域に隣接する動物集団、生鳥市場等異

なる含産地の鳥及び家きんが混じりあっている場所、水禽その他のインフルエンザＡ

型ウイルスの潜在的感染源等高リスクの動物集団に対する定期的及び頻繁な臨床検

査並びに又は血清学的及びウイルス学的検査が、適宜実施されていること。この活動

は特に臨床的疑いによる高病原性鳥インフルエンザの検出が低感度となる飼育され

た水きん類に効果的である。

c) 家きんにおいてワクチン接種に由来しない A 型インフルエンザ抗体が家きんにおいて

発見された際は確実に直ちに調査されること。単発的な血清学的陽性結果が得られ

た場合は、徹底的な疫学的及び検査施設による調査によって、更なる感染の証拠が

見られないことに基づき、高病原性鳥インフルエンザ感染の可能性を除外することが

できる。

当該状態の原因がインフルエンザ A 型ウイルスであることを確定又は排除するために追跡調

査及び確認調査を必要とする疑似症例が、有効なサーベイランスシステムによって、定期的に

同定されるものとする。そのような疑似症例が発生する割合は、疫学的状況に応じてさまざま

であり、したがって、確実に予測することはできない。その結果、鳥インフルエンザウイルス感

染清浄性の根拠資料は、疑似症例の発生及びそれがどのように調査され、取り組まれたかの

詳細を説明するものとする。それには、検査施設での検査結果、及び問題の当該動物が調査
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期間中に受けた管理措置（隔離、移動禁止命令等）が含まれるものとする。 

第 10.4.29 条 

サーベイランス戦略 

1. 序論 

疾病及び感染の同定を目的とするサーベイランスの対象個体群には、当該国、地域又は

コンパートメント内のすべての感受性家きんの種類が含まれるものとする。鳥インフルエン

ザのアクティブ及びパッシブサーベイランスは継続的に行われるものとし、アクティブサー

ベイランスの頻度は、当該国の疫学的状況に適合したものであるものとする。サーベイラン

スは、分子学的、ウイルス学的、血清学的及び臨床的方法を用いた無作為抽出型及び標

的型アプローチから構成されるものとする。 

展開される戦略が、無作為抽出型試料採取に基づく場合があり、その場合には、サーベイ

ランスが、受け入れ可能な統計学的信頼性の水準で鳥インフルエンザウイルス感染の有

無を立証するよう抽出することが必要である。無作為抽出型のサーベイランスは、血清学

的検査を用いて実施される。血清学的陽性結果は、分子学的又はウイルス学的方法の追

跡調査を受けるものとする。 

標的型サーベイランス（感染のおそれが高まっている特定の場所又は種を対象とするもの

等）が、適切な戦略である場合がある。高リスク個体群の鳥インフルエンザウイルスのステ

ータスを明らかにするため、ウイルス学的方法及び血清学的方法が同時に使用されるもの

とする。 

加盟国は、選択されたサーベイランス戦略が、第 1.4 章及び一般的な疫学状況（何らかの

鳥で発見される高病原性インフルエンザＡ型症例を含む）に照らして、鳥インフルエンザ

ウイルス感染の有無を検出するのに適当である旨正当化するものとする。たとえば、明瞭

な臨床症状を呈しやすい特定の種（鶏等）は、臨床サーベイランスを主体におくことが適当

な場合もある。同様に、臨床症状を呈さないおそれがある種（アヒル等）の場合には、ウイ

ルス学的及び血清学的検査が主体になる。 

加盟国が特定の地域又はコンパートメントの鳥インフルエンザウイルス感染の清浄性を宣

言したい場合には、調査の計画及び試料採取プロセスの基準は、当該地域又はコンパー

トメント内の個体群を対象に定めることが必要である。 

無作為抽出型調査の場合には、試料採取戦略の計画には、疫学的に適切な推定感染率

が組み込まれるものとする。検査用試料の規模は、あらかじめ定めた 小感染率で発生し

た場合であっても、感染を検出するのに十分な大きさであるものとする。当該試料採取規

模及び予想疾病感染率が、当該調査結果の信頼性の水準を決定する。当該加盟国は、

第 1.4 章に従い、サーベイランスの目的及び疫学状況に基づき、推定感染率及び信頼性

の水準の選定を正当化するものとする。とりわけ、推定感染率の選定は、一般的又は歴史

的疫学状況を十分に基礎とするものとする。 
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選択されたアプローチに関係なく、展開された診断検査の感受性及び特異性は、計画、

試料採取規模の決定及び得られた結果の解釈における重要な要素である。理想的には、

使用された検査の感受性及び特異性は、ワクチン接種及び感染履歴並びに標的個体群

のさまざまな種に関し、検証されるものとする。 

展開された検査システムに関係なく、サーベイランスシステムの計画は、偽の陽性反応の

発生を予期するものとする。当該検査システムの特性がわかっている場合には、偽の陽性

が起きる割合は、あらかじめ計算することができる。それが感染を示唆するか否かを高い

信頼性の水準で 終決定するためには、陽性例を追跡する有効な方法が必要である。こ

れには、 初の試料採取単位及びそれと疫学的に関連しているおそれのあるフロックから

診断材料を採取する、追加検査及び追跡調査の両方が含まれるものとする。 

疾病及び感染のサーベイランスに関する原則は、技術的に非常に明確になっている。鳥イ

ンフルエンザウイルスの感染又は循環がない旨証明するサーベイランスプログラムの計画

は、信頼性が不十分又は過剰に費用がかかり、業務支援が複雑な結果を生むのを防ぐた

め、慎重に守られるものとする。したがって、いかなるサーベイランスプログラムの計画も、

当該分野における有能で経験豊かな専門家からのインプットを必要とする。 

2. 臨床サーベイランス 

臨床サーベイランスは、フロック段階での鳥インフルエンザの臨床症状の検出を目的とす

る。大規模血清学的スクリーニングの診断的価値が大いに強調されているものの、臨床検

査に基づくサーベイランスは過小評価されるべきものではない。死亡率の増加、摂餌及び

飲水の減少、呼吸器の疾病の臨床症状の発現、卵生産の減少等の生産パラメータの監

視は、鳥インフルエンザウイルス感染の早期発見にとって重要である。場合によっては、低

病原性鳥インフルエンザウイルスの唯一の徴候が、摂餌又は卵生産の急激な減少である

場合もある。 

臨床サーベイランス及び検査施設での検査は、これら相補的診断アプローチによって発

見された鳥インフルエンザ疑い事例の状態を明確化するため、常に連続して適用されるも

のとする。検査施設での検査が臨床的疑い事例を確定診断する場合もあれば、臨床サー

ベイランスが血清学的陽性事例の確定診断に貢献する場合もある。疑似動物が検出され

たいかなる試料採取単位に対しても、鳥インフルエンザが排除されるまで、制限が課され

るものとする。 

疑似フロックの同定は、鳥インフルエンザウイルスの感染源の同定にとって極めて重要で

あり、それによって、当該ウイルスの分子学的、抗原学的その他生物学的特性を決定する

ことが可能になる。遺伝学的及び抗原学的特徴を明確化するためには、鳥インフルエン

ザウイルスの分離株が地域のリファレンスラボラトリーに定期的に送付されることが不可欠

である。 

3. ウイルス学的サーベイランス 

ウイルス学的サーベイランスは、以下の各号の目的のため実施されるものとする。 
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a) リスクのある個体群を監視すること。 

b) 臨床的疑似症例を確定診断すること。 

c) 血清学的陽性結果を追跡調査すること。 

d) ワクチン接種にかかわらず発生する感染又は発生の疫学関連飼育施設のおける感

染を確実に早期発見するため、‘普通の’毎日の死亡例を検査すること。 

4. 血清学的サーベイランス 

血清学的サーベイランスは、鳥インフルエンザに対する抗体の検出を目的とする。鳥イン

フルエンザウイルス抗体検査の陽性結果には、以下の各号の原因があり得る。 

a) 鳥インフルエンザウイルスの自然感染 

b) 鳥インフルエンザに対するワクチン接種 

c) ワクチンが接種された又は感染した親フロックに由来する移行抗体は、普通、卵黄に

認められ、4 週齢までの仔鳥に存続する。 

d) 当該検査の特異性の欠如 

他の調査目的で採取した血清が、鳥インフルエンザサーベイランスに使用できる場合があ

る。ただし、その場合であっても、本勧告に規定される調査計画の原則及び鳥インフルエ

ンザウイルスの有無の調査に必要な統計学的有効性の要件は、損なわれないものとす

る。 

血清学的陽性フロックのクラスターが検出された場合には、一連の事象のうちどれもがそ

れに反映されている可能性があり、それには試料採取した個体群の統計的属性、ワクチ

ン暴露又は感染等の事象が含まれるが、これらに限定されるものではない。クラスター形

成は感染の前兆となる場合があることから、全例調査が、調査計画に組み込まれるものと

する。陽性フロックのクラスター形成は、常に疫学的に重要であり、したがって調査を受け

るものとする。 

血清学的陽性反応の原因としてワクチン接種が排除できない場合には、感染による抗体

とワクチン接種による抗体を鑑別する診断方法が用いられるものとする。 

無作為抽出型又は標的型血清学的調査の結果は、国、地域又はコンパートメントに鳥イン

フルエンザの感染が存在しないことの信頼性のある証拠を提供する上で重要である。した

がって、当該調査が徹底的に詳細に記録されることが不可欠である。 

5. ワクチン接種個体群のウイルス学的及び血清学的サーベイランス 

当該サーベイランス戦略は、使用されたワクチンの型に応じて決まる。インフルエンザＡ型

ウイルスに対する防御は、血球凝集素亜型特異的である。したがった、大きく分けて２つの
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ワクチン接種戦略が存在する。すなわち１）不活化全粒子ウイルス及び２）血球凝集素表

現形に基づくワクチンである。 

ワクチン接種個体群の場合には、当該サーベイランス戦略は、ウイルス学的又は血清学

的方法及び臨床サーベイランスに基づくものとする。この目的でおとり鳥を使用することが

適当な場合がある。当該鳥は、ワクチン接種を受けていない、ウイルス抗体を有さない鳥

であり、明瞭及び永続的に同定されるものとする。おとり鳥は、適切な検査施設での方法

が利用できない場合のみ使用されるものとする。ワクチン接種が行われている場合の血清

学的結果の解釈は、第 10.4.33 条に規定される。 

第 10.4.30 条 

鳥インフルエンザの清浄性及び家きんの高病原性鳥インフルエンザ感染の清浄性の立証の

ためのサーベイランス証拠書類の提供 

1. 国、地域又はコンパートメントの鳥インフルエンザ又は家きんの高病原性鳥インフルエンザ

感染の清浄性を宣言する加盟国に対する追加サーベイランスの要件 

前条までに規定される一般的要件に加えて、当該国全体又はひとつの地域若しくはひと

つのコンパートメントの鳥インフルエンザ又は家きんの高病原性鳥インフルエンザ感染の

清浄性を宣言する加盟国は、有効なサーベイランスプログラムが存在する証拠を提供す

るものとする。 

当該サーベイランスプログラムの戦略及び計画は、一般的な疫学状況に応じて定められ、

過去 12 ヶ月間、（ワクチン接種又はワクチン非接種の）感受性家きん個体群に鳥インフル

エンザウイルス又は高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染がなかったことを立証する

ため、本章及び第 1.4.6 条に規定する一般的要件及び方法に従い、計画及び実施される

ものとする。このためには、家きん個体群の動態データが利用できること及びウイルス検出

及び抗体検査を通じた鳥インフルエンザウイルス感染の同定を受託できる検査施設の支

援が必要である。本サーベイランスは、生産形態、野生鳥との直接的又は間接的接触の

可能性、異週齢混合フロック、生鳥市場等地域特有の取引形態、汚染しているおそれの

ある表層水の使用、並びに二以上の種類の混合飼育飼育施設及びバイオセキュリティ措

置の粗末な整備状況に関連する特別なリスクを有する家きん個体群を標的にすることが

できる。これは、バイオセキュリティ及び取り得る管理措置に適用するため、野鳥における

高病原性鳥インフルエンザ及び家きんにおける H5 及び H7 亜型低病原性鳥インフルエン

ザの監視を含むものとする。 

 

高病原性鳥インフルエンザ清浄のための書類は、家きん個体群、疑い症例の発生及びそ

れらがどのように調査され、対処されたかの詳細を提供するものとする。これには、検査施

設試験の結果、バイオセキュリティ、調査の間に当該動物に課された管理措置についてが

含まれるものとする 

2. ワクチン接種を実施する国、地域又はコンパートメントに対する追加要件 
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高病原性鳥インフルエンザウイルの伝搬を予防するワクチン接種が、疾病管理プログラム

の一部である場合がある。伝搬予防に必要なフロック免疫の水準は、当該フロックの大き

さ、構成（たとえば、種類）及び感受性家きん個体群の密度に応じて決まる。したがって、

規定することは不可能である。当該国、地域又はコンパートメントの鳥インフルエンザの疫

学に基づき、ある種類のみワクチン接種をすると決定される場合もあれば、他の家きんサ

ブ個体群も対象にすると決定される場合もある。 

すべてのワクチン接種フロックに対し、ウイルス循環の不在を確保するウイルス学的及び

血清学的検査を実施することが必要である。当該検査は、少なくとも 6 ヶ月毎又は、当該

国、地域若しくはコンパートメントのリスクに応じたより短い間隔で、繰り返されなければなら

ない。 

当該ワクチン接種プログラムの有効性を示す証拠もまた、提供されるものとする。 

ワクチン接種群における高病原性鳥インフルエンザの清浄を証明する場合には、陸生動

物マニュアルの第 2.3.4 条の C4 に従うものとする。 

3. 清浄ステータス回復のための追加要件 

本条で規定される条件に加え、家きんにおける高病原性鳥インフルエンザの発生後に、

国、地域、又はコンパートメントの清浄ステータスの回復を宣言する加盟国は、感染がない

旨を立証するため、発生の疫学的状況に応じてアクティブサーベイランスプログラムの証

拠を示すものとする。これはウイルス検出と抗体検査を組み合わせたサーベイランスが必

要になる。おとり鳥の使用は、サーベイランスの結果の解釈を促進することができる。加盟

国は感受性家きん群に対する通常の臨床検査と、関連勧告に記載される一般要件及び

手法に従い計画及び実施されるアクティブサーベイランスからなるアクティブサーベイラン

スプログラムの結果を報告するものとする。 

当該サーベイランスの個体群には、以下の各号が含まれるものとする。 

1) 当該発生に近接する飼育施設 

2) 当該発生と疫学的に関連する飼育施設 

3) 感染のあった飼育施設から移動した又はその補充のために使用された動物 

4) 継続的に淘汰が実施された飼育施設 

第 10.4.30bis 条 

野鳥個体群のサーベイランス 

野鳥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じる。本質的に、野鳥におけ

る A 型インフルエンザウイルス清浄を宣言できる加盟国はいない。しかし、本章における高病

原性鳥インフルエンザの定義は、家きんにおける感染のみに言及し、第 10.4.27 条から第
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10.4.33 条まではこの定義のもとで策定された。 

高病原性鳥インフルエンザの感染は通常、死亡率と関連するため、パッシブサーベイランス

（例：死亡野鳥のサンプリング）は野鳥のサーベイランスとして適切な手法である。死亡事例又

は鳥の集団の死亡が見つかった場合には地方獣医当局に報告され、調査されるものとする。 

野鳥におけるアクティブサーベイランスは通常、高病原性鳥インフルエンザ感染の摘発におい

て低感度であるが、野鳥における死亡を引き起こさないような高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス株の検出のために必要になることがある。 

野鳥におけるサーベイランスは鳥種、場所及び 1 年における感染が発生しやすい時期を絞っ

て実施されるべきである。 

地域内において高病原性鳥インフルエンザが検出された時は、注意喚起及び積極的な死亡

又は瀕死野鳥の捜査または監視により野鳥のサーベイランスは強化されるものとする。特にカ

モ類、雁、白鳥などの渡りをする水鳥の移動は被感染地域へのウイルス侵入経路となる可能

性があることから、考慮されるものとする。 

第 10.4.30ter 条 

家きん個体群における H5 及び H7 亜型低病原性鳥インフルエンザの監視 

H5 及び H7 亜型低病原性鳥インフルエンザウイルスの存在の監視は、産卵率の低下、餌及び

水の摂取量の低下などの生産指標の変化を通じて、感染を疑うといった臨床検査と血清学的

及びウイルス学的アクティブサーベイランスを組み合わせることで達成される。 

血清学的モニタリングは飼育施設間におけるまん延を確認するために感染したフロックのクラ

スターを検出することを目的とすることとする。抗体陽性のフロックの疫学的な追跡（トレースバ

ック、トレースフォワード）は、ウイルス感染が検出されたかどうか、又は抗体陽性となった鳥が

飼育施設に残っているかどうかに関わらず、感染したフロックのクラスターが存在するかどうか

を確認するために実施されるものとする。 

第 10.4.31 条 

発生後に鳥インフルエンザ又は家きんの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染の清浄性の

回復を宣言する国、地域又はコンパートメントに対する追加サーベイランス要件 

国、地域又はコンパートメントの鳥インフルエンザ又は家きんの高病原性鳥インフルエンザ感

染の清浄性の回復を宣言する加盟国は、前条までに規定される一般的要件を満たすことに加

え、当該感染の有無を立証するため、当該発生の疫学状況に応じたアクティブサーベイランス

プログラムの証拠を示すものとする。このためには、ウイルス検出及び抗体検査を組み入れた

サーベイランスが必要になる。おとり鳥の使用が、サーベイランス結果の解釈を容易にする場

合がある。 

鳥インフルエンザの発生の後、国、地域又はコンパートメントの清浄性を宣言する加盟国は、

      57



第 10.4 章 鳥インフルエンザウイルス感染症 

 

2018 年 9 月 OIE 陸生動物衛生コード委員会  25 
 

当該感受性家きん個体群が、本章の勧告に規定される一般的条件及び方法に従い計画及び

実施された定例のサーベイランスを受けることになっているサーベイランスプログラムの結果を

報告するものとする。当該サーベイランスでは、リスクが高い個体群から無作為抽出された代

表的な試料が検査されることになることから、すくなくともその分だけでも結果の信頼性が高ま

ることになる。 

第 10.4.32 条 

鳥インフルエンザ清浄飼育施設に対する追加サーベイラス要件 

鳥インフルエンザ清浄飼育施設の宣言には、鳥インフルエンザウイルス感染がないことの立証

が必要である。当該飼育施設の鳥は、本勧告の一般的要件に従い、ウイルス検出又は分離検

査、及び血清学的方法を使用して、無作為に検査を受けるものとする。検査の頻度は、感染

のリスクを基礎とし、 長 2821 日間隔であるものとする。 

第 10.4.33 条 

血清学的検査及びウイルス検出検査の使用及び解釈 

鳥インフルエンザウイルスに感染した家きんは、血球凝集素（HA）、ノイラミニダーゼ（NA）、非

構造タンパク質（NSP）、核タンパク質/基質（NP/M）及びポリメラーゼ複合タンパク質に対する

抗体を産生する。ポリメラーゼ複合タンパク質に対する抗体の検出は、本章の対象はとしない。

NP/Mに対する抗体の検査には、直接及びブロッキングELISA検査及びゲル内沈降反応試験

（AGID）がある。NA に対する抗体の検査には、ノイラミニダーゼ抑制（NI）試験、間接蛍光抗体

試験並びに直接及びブロッキング ELISA 検査がある。HA に関しては、抗体が、血球凝集抑制

（HI）試験、ELISA及び中和試験（SN）で検出される。HI試験は、鳥類では信頼できるが、ほ乳

類では信頼できない。SN は、血球凝集素に対する亜型特異抗体の検出に使用することがで

き、ほ乳類及びある種の鳥類にとって望ましい検査法である。AGID は、鶏及び七面鳥の

NP/M 抗体の検出では信頼できるが、他の鳥類では信頼できない。すべての鳥類の NP/M 抗

体の検出のため、代替法として、ELISA 検査が開発されている。 

HI 試験及び NI 試験は、インフルエンザＡ型ウイルスを 16 の血球凝集素亜型及び 9 のノイラミ

ニダーゼ亜型に分類するのに使用できる。その情報は、疫学調査及びインフルエンザＡ型ウイ

ルスの分類に有益である。 

家きんは、不活化全粒子ウイルスワクチン、血球凝集素表現形に基づくワクチン等のインフル

エンザＡ型ワクチンの一種のワクチン接種を受けることができる。ワクチン非接種おとり鳥の血

清学的サーベイランス、ワクチン接種鳥の特別な血清学的検査等、ワクチン接種鳥を感染鳥

から区別するため、多様な戦略が使用可能である。 

ワクチン非接種鳥（おとり鳥を含む）のインフルエンザＡ型感染は、NP/M、亜型特異的 HA 若

しくは NA タンパク質又は NSP に対する抗体によって検出される。同じ H 亜型であるが、ノイラ

ミニダーゼが異なるウイルスを含有する不活化全粒子ウイルスワクチンのワクチン接種を受け

た家きんは、野外ウイルスの NA に対する抗体検出に向けた血清学的検査を適用することによ
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って、野外暴露の検査を受けることができる。たとえば、H7N1 の流行に直面して H7N3 のワク

チン接種を受けた鳥は、野外ウイルスの N1 タンパク質の亜型特異的 NA 抗体の検出によって、

感染鳥と鑑別（DIVA）することができる。あるいは、DIVA が存在しない場合には、不活化ワク

チンは、NSP に対する抗体価の誘導が低い場合があり、感染鳥の抗体価は著しく高くなる。こ

のシステムから有望な結果が実験的に得られているが、いまだ野外で実証されてはいない。血

球凝集素表現形に基づくワクチンのワクチン接種を受けた家きんは、特定のHAに対する抗体

は検出されるが、その他のウイルスタンパク質のいずれに対する抗体も検出されない。感染は、

NP/M 若しくは NSP 又は野外ウイルスの特異的 NA タンパク質に対する抗体によって、はっきり

とそれとわかる。 

血清学的陽性結果のすべてのフロックは調査を受けるものとする。疫学的調査及び検査施設

での補足的調査の結果は、各陽性フロックの鳥インフルエンザ感染ステータスの証拠書類を

提供するものとする。 

確定診断検査は、スクリーニング検査よりも特異性が高く、スクリーニング検査のそれと少なくと

の同等の感受性を有するものとする。 

使用された検査の能力特性及び実証に関する情報が提供されるものとする。 

1. ワクチン接種が使用された場合の陽性検査結果の取り扱い 

ワクチン接種を受けた個体群の場合には、陽性検査結果がウイルス循環を示している可

能性を排除しなければならない。この目的のため、ワクチン接種家きんに対し実施された

サーベイランスから得られた血清学的陽性検査結果の調査では、以下の手順を踏むもの

とする。当該調査は、 初の調査で使用された血清学的検査の陽性結果がウイルス循環

によるものではないという仮説を確定する又は論駁するすべての証拠を検証するものとす

る。すべての疫学的情報は実証されるものとし、当該結果は 終報告書にまとめられるも

のとする。 

使用されたワクチン型の理解は、血清学を基礎とする、ワクチン接種動物から感染動物を

鑑別する戦略を発展させる上で、非常に重要である。 

a) 不活化全粒子ウイルスワクチンは、当該ワクチンと野外株との間で相同又は非相同い

ずれかのノイラミニダーゼ亜型を利用することができる。当該個体群の家きんが NP/M

に対する抗体を有し、不活化全粒子ウイルスワクチンのワクチン接種を受けた場合に

は、以下の各号の戦略が採用されるものとする。 

i) おとり鳥は、NP/M 抗体陰性のままであるものとする。NP/M 抗体が陽性であり、イ

ンフルエンザＡ型ウイルス感染が示唆される場合には、H5 又は H7 ウイルス感染

を同定するため、特異的な HI が実施されるものとする。 

ii) 野外株と相同の NA を含有する不活化全粒子ウイルスワクチンのワクチン接種を

受けた場合には、NSP に対する抗体の存在が感染を示すことになる。ウイルス分

離又はウイルス特異的ゲノム基質若しくはタンパク質の検出のいずれかによって、
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