
令和４年度第１回国際獣疫事務局（OIE）連絡協議会 

議事次第 

日時：令和４年６月 30日(木) 

14 時 00分～ 

場所：ウェブ会議（公開） 

１. 開会挨拶

２. 第 89回 OIE総会に関する報告

３. 2022 年２月の OIE コード委員会報告書において提示された

コード改正案等に係る意見交換 

① 狂犬病（第 8.14章）

② 「家きん」の定義

③ と畜時のアニマルウェルフェア（第 7.5章）

④ コード委員会の今後の活動計画

４.その他 
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国際獣疫事務局（OIE）連絡協議会開催要領 

平成２２年４月２６日

消費・安全局 動物衛生課 
（令和３年１１月１日一部改正） 

１．趣旨 

（１）国際獣疫事務局（OIE）は、動物衛生、人獣共通感染症、アニマルウェル

フェア及び畜産物の生産段階における安全確保に関する国際基準（OIEコー

ド）を作成している。また、WTOの「衛生植物検疫措置の適用に関する協定

（SPS協定）」は、動物の生命及び健康を感染症から守るための加盟国の動

物検疫措置が、OIEの作成する国際基準に基づいていなければならないとし

ている。

（２）OIEコードは、加盟国への意見聴取と、OIE総会における採択を経て策定又

は改正される。OIEコードの策定・改正は国内の産業界や消費者等の関係者

に影響を及ぼすことから、OIEコードの策定又は改正に関する我が国の対応

方針を決める前に、行政を含めた関係者間で情報を共有するとともに、意見

交換を行うことが重要である。また、OIEコードの策定・改正に関する議論

は複数年にわたることから、国際基準に反映されやすい対応方針とするため

には、OIE基準を理解しているメンバーが継続的に参加して意見交換を行う

場を設けることが必要である。

（３）このため、消費者団体、アニマルウェルフェア等環境関係団体、畜産物の

製造・流通・小売関係団体、生産者団体、学識経験者等の国内関係者と継続

的に意見・情報交換を行うことを目的として「国際獣疫事務局（OIE）連絡

協議会」（以下「OIE連絡協議会」とする。）を開催する。

２．メンバー構成 

 OIE連絡協議会のメンバーは、通常メンバー及び臨時メンバー合わせて20名以

内とする。 

（１）通常メンバー

OIEコードについて、専門的な立場から技術的な知見や意見を述べることが

できる以下の関係者を通常メンバーとして選定する。 

・消費者団体、アニマルウェルフェア等環境関係団体、畜産物の製造・流通・

小売関係団体、生産者団体等からの推薦者（９名）

・食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会委員等の学識経験者(３名)

（２）臨時メンバー（議題に応じて参集するメンバー）

議題に応じて必要があれば、専門的な立場から技術的な知見や意見を述べ

ることができる以下の有識者を臨時メンバーとして選定することができる。 

・議題に関する団体等からの推薦者又は議題に関する学識経験者（８名以内）



３．メンバーの選任 

（１）推薦方法

団体からの推薦を受けてメンバーを選任する場合は、当該団体から推薦理

由を確認できる文書の提出を求める。なお、同一団体からの推薦は１名まで

とする。 

（２）任期

通常メンバーの任期は、２年とする。ただし、任期途中の欠員に伴い選任

されたメンバーの任期は前任者の残余期間とする。 

（３）選任基準

メンバーの選任に当たっては、審議会委員の選任の基準に準拠する。ただ

し、専門性等の観点から適当な者がいない場合はこの限りでない。 

４．開催方法 

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

基本に、必要に応じて追加開催することとし、OIE 陸生コード改正案につい

ての意見交換、OIEの総会をはじめとした主な活動や運営状況の報告を行う。

●議事進行は、通常メンバーのうち互選等により選出された者が行う。

●OIE連絡協議会は、出席メンバー相互の意見交換を中心とし、公開とする。

ただし、公開することにより、公正かつ中立な協議会の運営に著しい支障

を及ぼすおそれがある場合、または特定の個人もしくは団体に不当な利益

もしくは不利益をもたらすおそれのある場合には、出席メンバーの総意の

もと、非公開とすることができる。

●OIE連絡協議会の資料は、公開とする。ただし、特定の個人もしくは団体に

不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれのある部分は、この限りでな

い。

●OIE連絡協議会の議事概要は、出席メンバーの確認をとった上で、発言者を

明示し、公開する。

●傍聴者の募集は農林水産省のホームページより行う。傍聴者による発言は認

めない。

５．事務局 

農林水産省消費・安全局動物衛生課 



 

 

 

令和４年度 第１回国際獣疫事務局（OIE）連絡協議会 

配付資料一覧 

 
  

資料１： 第 89回 OIE総会の報告             ・・・1  

資料２： 「狂犬病」章の改正案              ・・・13  

資料３： 「家きん」の定義に関する改正案         ・・・33  

資料４： 「と畜時のアニマルウェルフェア」章の改正案   ・・・39  

資料５： コード委員会の今後の活動計画          ・・・49  

 

 

【参考資料】 

 

参考１： 「狂犬病」章の改正案（英文）  

 「狂犬病」章の改正案（仮訳）  

参考２： 「家きん」の定義に関する改正案（英文） 

 「家きん」の定義に関する改正案（仮訳） 

参考３： 「と畜時のアニマルウェルフェア」章の改正案（英文） 

 「と畜時のアニマルウェルフェア」章の改正案（仮訳） 



第89回OIE総会の報告

資料１
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開催概要

１．日程：令和４年５月23日（月）～26日（木）

２．場所：ハイブリッド形式（理事会メンバ－等のみ参集・日本はウェブ参加）

３．参加者
151のOIE加盟国・地域及び関係機関等から約500名が参加

４．主な議題
（１）世界の動物衛生をめぐる状況
（２）ワーキンググループの活動報告
（３）陸生動物衛生基準委員会（コード委員会）の活動報告
（４）科学委員会の活動報告
（５）水生動物衛生基準委員会（水生委員会）の活動報告
（６）生物基準委員会（ラボラトリー委員会）の活動報告

日本からの出席者：
農林水産省消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室長（OIE日本代表） 他

事務局長 Dr Monique Eloit

議長 Dr Hugo Federico Idoyaga Benitez
（パラグアイ）
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（１）世界の動物衛生をめぐる状況

2021年～2022年５月に、OIEに通報された陸生動物疾病の発生情報のうち、
報告数が多かった上位３疾病、鳥インフルエンザ(51%)、アフリカ豚熱(19%)、
SARS-CoV-2感染症(7%)の疫学的状況等について説明がなされた。

◆高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
- 2021-2022年シーズンは、家きんにおける発生数、
家きんの損失（約8,200万羽）が2005年以降最多で、
発生の97%がH5N1型を原因とするものであった。

◆アフリカ豚熱（ASF）
-世界的に発生が拡大。
（2005年：20カ国→2022年：73か国）

-不十分なバイオセキュリティ措置や人為的要因により、
地理的に「ジャンプ」して拡大。

-ベルギーとチェコのみ撲滅を達成。

◆SARS-CoV-2感染症
- 2022年５月時点で、23種の動物種における感染を確認。

2005年から2022年の間に
ASFの発生が確認された国（赤）

2021-2022年シーズンにおけるHPAIの発生状況
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（２）ワーキンググループの活動報告

◆野生動物
• 希少種に対するワクチン接種や、野生動物サーベイランス、野生動物の取引
に由来する疾病リスクの低減等について、各専門委員会と連携して活動。

• 過去10年間のOIE通報を分析したところ、野生動物の疾病については、低病
原性鳥インフルエンザ、サルモネラ症等が多く報告されていた。

◆薬剤耐性（AMR）
• 獣医分野における重要な抗菌剤リストの動物種別の参照文書を作成しており、
既に作成されている家きんに続いて、現在、水生動物と豚について優先的に
作業を進めている。

• OIEコードの第6.10章の改正作業を行っており、主なポイントは、ワンヘルス・
アプローチに基づいて、環境分野の要素を拡大すること、伴侶動物を明確な
対象とすること等である。

• 動物における抗菌剤使用量に関する第６次調査（2018年分）の結果について
も報告があった。2016年から2018年にかけて、抗菌剤使用量が約27％減少
していることを踏まえ、加盟国における継続的な努力が評価された。
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（３）コード委員会の活動報告

○陸生コードの改正案は、以下のとおり。

－ 用語の定義（Competent Authority, Protein meal, Stray dog [Free-
roaming dogに置換], Veterinary authority, Veterinary Services）

第1.3.2条、第1.3.4条、第1.3.6条 OIEリスト疾病

第3.1.1条、第3.2.3条、第3.2.9条 獣医サービスに係る導入的説明やその質的水準

第3.4.5条、第3.4.11条 獣医法令

第6.12章 ヒト以外の霊長類から伝播する人獣共通感染症

第7.7章 犬の個体数管理

第8.16章 牛疫

第8.5章、第15.4章 単包条虫（エキノコックス症）、ブタ有鉤条虫

第11.4章、第1.8章 BSE及びそのリスクステータス公式認定に係る申請手続き

第11.10章 牛のタイレリア症

－ 用語の適切な使用のための見直し（sanitary measure）

BSEに関する章及び用語の定義（protein meal）以外の案は本総会で採択された。
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（３）コード委員会の活動報告

◆第11.4章（BSE）、
第1.8章（BSEリスクステータス公式認定に係る申請手続き）

日本が総会前に提出した事前コメント

BSEサーベイランスのガイドラインの早期策定及び公表、並び
に、ステータスの年次更新作業への悪影響を防ぐため、改正基
準案の採択後に十分な移行期間が設定されるべき。
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（３）コード委員会の活動報告

◆第11.4章、第1.8章 BSE及びそのリスクステータス公式認定に係る申請手続き

今般の大幅な改正作業は、加盟国からの要請により開始され、
よりリスクベースになるよう、これまで非常に多くの議論がなされたが、
➢ 加盟国から総会前に提出されたコメントに非常に詳細なものが含まれており、
内容に懸念を示した国や採択に賛成しない国が複数あったこと

➢ 過去２回のコード委員会で変更された箇所について、十分な検討時間が加
盟国に与えられていないとの意見が多数寄せられたこと

を踏まえて、採択を来年まで延期したいとの意向が示された。

更に、延期により、改正に伴う認定済みのステータスへの影響評価を
完了させ、 サーベイランスのガイドライン作成が可能になる。

コード委員会議長による冒頭説明

加盟国が各々コメントをした後、採択は延期された。
我が国からも事前に提出したコメントをしっかり考慮して欲しい旨発言。
今後、本年９月のコード委員会で、加盟国のコメントを考慮して検討される予定。7



（４）科学委員会の活動報告

○清浄性ステータスについて、以下の新たな国及び地域が認定された。
１．口蹄疫

-ワクチン接種清浄地域 ：ロシア （ZoneⅢ：Eastern Siberia）
Republic of Tuva, Republic of Buryatia 及び
Republic of Altaiの１行政区画 (Kosh-Agachsky Raion)から構成されるゾーン

２．牛肺疫
-清浄国：エクアドル、モンゴル

３．豚熱
新規認定なし
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（４）科学委員会の活動報告

４．牛海綿状脳症（BSE）
-無視できるリスクの国 ：フランス
-管理できるリスクの国 ：ロシア

５．小反芻獣疫
新規認定なし

６．アフリカ馬疫
-清浄国 ：バーレーン
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（５）水生委員会の活動報告

○採択に付された水生コード及びマニュアルの新規・改正案は以下のとおり。

－ ユーザーズガイド

－ 用語の定義

第1.3章 ティラピアレイクウイルス病のOIEリスト疾病への登録

第1.4章 水生動物の疾病サーベイランス

第4.X章 [病原体 X] の無病宣言に関する各疾病章のモデル条項

第9.X.3条 安全な製品の条件（甲殻類疾病）

第10.X.3条 安全な製品の条件（魚類疾病）

第9.X章 十脚目虹色ウイルス病（DIV1）

第10.1.2条 流行性造血器壊死症（EHN）の感受性種の一覧

第10.10.2条 コイヘルペスウイルス病（KHV）の感受性種の一覧

第11.1.1条、第11.1.2条 アワビヘルペスウイルス感染症の感受性種の一覧

第11.2.1条、第11.2.2条 Bonamia exitiosaの感受性種の一覧 全ての改正案が採択された。

第2.3.0章 一般情報（魚病）

第2.3.4章 伝染性サケ貧血（ISA）

第2.3.6章 コイヘルペスウイルス病（KHV）

第2.4.1章 アワビヘルペスウイルス感染症

第2.4.2章 Bonamia exitiosaへの感染

＜コード＞

＜マニュアル＞

○また、チリ大学を水産養殖分野の抗菌薬適正使用に係るコラボレーティングセンターに、
台湾の行政院農業委員会家畜衛生試験所を、十脚目虹色ウイルス病のリファレンス
ラボラトリーとして新たに認定する旨報告があった。
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（６）ラボラトリー委員会の活動報告

○以下の陸生疾病に関するリファレンスラボラトリー及びコラボレーティングセンターが
新たに承認された。

疾 病 名 施 設 名 所 在 地

１ アフリカ豚熱
National Centre for Foreign Animal Disease, Canadian Food Inspection Agency, 
Canadian Science Centre for Human and Animal Health

カナダ

２ リフトバレー熱 CIRAD, Campus international de Baillarguet フランス

３

鳥マイコプラズマ症

(Mycoplasma gallisepticum,
M. synoviae)

Avian Medicine Laboratory, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie イタリア

４ ヨーネ病
National Reference Centre for Paratuberculosis, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna

イタリア

５
新世界 ス ク リ ュ ー ワ ー ム

(Cochliomyia hominivorax)
Panama–United States Commission for the Eradication and Prevention of 
Screwworm

パナマ

６ アフリカ豚熱
USDA, APHIS, VS, NVSL, Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory, 
Plum Island Animal Disease Center

米国

７ 慢性消耗病 National Veterinary Services Laboratories, USDA, APHIS, VS 米国

８ 牛結核 National Veterinary Services Laboratories, USDA, APHIS, VS 米国

項 目 名 施 設 名 所 在 地

１ ラクダの疾病 Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority UAE

◆リファレンスラボラトリー

◆コラボレーティングセンター
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農林水産省HPに総会の概要を掲載
https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie.html
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第8.14章 狂犬病

資料２
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OIEコードの改正プロセス

ＯＩＥ総会（毎年5月）にて採決 国際基準

コード委員会から案の提示

採択予定案の提示

コード委員会・アドホックグループにおける検討

加盟国からのコメント

コード委員会における検討

コメント受付案の提示 現状

①2018.2 一次案提示

②2018.9 二次案提示
③2020.9 三次案提示
④2022.2 四次案提示

加盟国からのコメント

14



（はじめに）狂犬病について

1. 病原体 ：狂犬病ウイルス
2. 感染動物：全ての哺乳類(アジアでは犬が主な感染源)。
3. 感染経路：通常は罹患動物による咬傷の部位から、唾液に含まれるウイ
ルスが侵入。通常、ヒトからヒトに感染することはない。

4. 発生状況：日本、豪州、ニュージーランドといった一部の国・地域を除いて、
全世界に分布。日本においては、昭和32年（1957年）に猫での発生を最後
に動物での発生はない。

5. その他：発症後の有効な治療法はなく、人も動物も発症するとほぼ100％
死亡。

（出典：厚労省HP等）
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（はじめに）狂犬病の清浄地域

2022年６月１日現在

狂犬病予防法に基づき農林水産大臣が狂犬病の発生がないと認めた地域（指定地域）
アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムの６地域

【参考】WHOによれば、毎年、150超の国で、推定59,000人が狂犬病によって死亡している。 16



改正案のポイント（１）

現在の国際基準では、非清浄国からの犬の輸入には、
①臨床症状がないこと、及び、②個体識別がなされ
ていることに加えて、
➂（A）輸出前６か月間の検疫施設での隔離、
又は、

➂（B）ワクチン接種及び抗体価（0.5 IU/ml以上）
の確認、

が必要とされている。

➡➂（B）について、現行は、ワクチン接種後の抗
体検査を、輸出前３～12か月の間に実施すべきと
しているが、これを輸出前30日～12か月へと変更
する改正案が検討されている。

17



論点と我が国のスタンス（１）

⚫ ワクチン接種後の抗体検査の実施時期について、最短で、「輸出前３

か月」から「輸出前30日」に変更することが最大のポイント

ワクチン接種 抗体検査 輸出

現行

改正案

１か月（※）

ワクチン接種 抗体検査 輸出

３か月

（※）ワクチン接種から検査までの期間は、コード内で規定されていないが、通常、約１か月。

30日１か月（※）

18



論点と我が国のスタンス（２）

⚫ 輸出前の抗体検査の実施時期に係る問題については、現在
の抗体検査では、ワクチン由来抗体と自然感染抗体を区別
できないために、ワクチン接種からの経過期間、抗体検査
後からの経過期間、犬の健康状態等の追加情報を考慮せざ
るを得ないという背景がある。

⚫ 犬の場合、ワクチン接種前に感染していたとしても、30日
以内に発症/死亡するとの十分な科学的根拠があり、改正し
ても、狂犬病の侵入リスクは無視できる（詳細は参考資料
参照）

科学的に妥当な見直しであり、今回は特段のコメント
は提出しないが、今後も改正案の変遷を注視。

19



待機期間
（１８０日間以上）

ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ装着 予防接種
（１回目）

予防接種
（２回目）

血液検査

証明書を取得し日本へ

犬 猫 の 輸 入 検 疫

全ての手続が

終了している場合

↓

即日解放

30日以上
の間隔

全ての手続を

終了していない場合

↓

条件の充足状況に

応じて、係留検査

（最長180日）
20



改正案のポイント（２）

犬由来の狂犬病（dog-mediated rabies）について、ワクチン
接種計画に関する推奨事項をまとめた条項（Article 
8.14.11bis）を新設。主な内容は以下の通り。
（条文仮訳は参考資料参照のこと）

1. ワクチン計画の準備（関係者との協議や従事者の安全確保等）

2. 接種戦略（対象犬や接種キャンペーンの頻度等）

3. 接種後モニタリング（接種犬の識別・登録、接種証明書等）

主に狂犬病まん延国におけるワクチン接種計画について
の新たな基準案であり、妥当な内容。

21



参考

• 検討の経緯
• Article 8.14.7改正に係る議論・エビデン
ス等

• 章の構成

22



改正に係る議論・エビデンス等（１）

2017年11月（狂犬病アドホックグループ会議）

• 十分なエビデンスがあることを踏まえて、イヌ、ネコ、フェレット
のワクチン接種後の抗体検査の実施時期を、現行の輸出前３
か月から、輸出前１か月に変更する案に合意。

➢ Rupprecht CE, Gilbert J, Pitts R, Marshall KR, Koprowski H (1990). Evaluation of an inactivated
rabies virus vaccine in domestic ferrets. J. Am. Vet. Med. Assoc., 196:1614-6.

➢ Aubert M.F. (1992). Practical significance of rabies antibodies in cats and dogs. Rev. sci. tech. Off.
int. Epiz., 1:735-60.

➢ Shimazaki Y, Inoue S, Takahashi C, Gamoh K, Etoh M, Kamiyama T, Makie H (2003). Immune
response to Japanese rabies vaccine in domestic dogs. J. Vet. Med. B. Infect. Dis. Vet. Public
Health., 50:95-8.

➢ Muirhead TL, McClure JT, Wichtel JJ, Stryhn H, Frederick Markham RJ, McFarlane D, Lunn DP
(2008). The effect of age on serum antibody titers after rabies and influenza vaccination in
healthy horses. J. Vet. Intern. Med., 22:654-61.

➢ Brown C.M. (2011). Compendium of Animal Rabies Prevention and Control, 2011: National
Association of State Public Health Veterinarians, Inc. (NASPHV). Recommendations and Reports.
Centers for Disease Control and Prevention, 60:1-14.
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6006a1.htm (last access: 8 December 2017).

➢ Wallace RM, Pees A, Blanton JB, Moore SM (2017). Risk factors for inadequate antibody
response to primary rabies vaccination in dogs under one year of age. PLoS Negl Trop Dis., 11
(7), 11:e0005761. 23



改正に係る議論・エビデンス等（２）

2019年10月（狂犬病アドホックグループ会議）

• ワクチン接種１か月後時点で、0.5IU/ml以上の抗体価を有す
る犬は、安全に輸入可能であることを示す科学的エビデンス
は十分にあるとの見解が示される。

• ほぼ全ての狂犬病感染犬は、測定可能な免疫応答（抗体）が
惹起される前に死亡する。感染して抗体を有している、見た目
上健康な犬（極めて稀なケース）であっても、30日以内には、
必ず臨床症状を呈し、死亡する。

• 従って、ワクチン接種１か月後時点で、健康な犬の体内にある
抗体は、有効なワクチンを接種されたことの証左に他ならない。

• ただし、上記については、犬に関するエビデンスしかないので、
ネコ、フェレットにも同じ要件を適用するかは別途検討される
必要。
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改正に係る議論・エビデンス等（３）

2020年２月（狂犬病専門家が科学委に提出した意見書※）
※その後、査読論文として公表

• ワクチン接種後に0.5IU/ml以上の中和抗体価を有する、見た目上健
康な犬において、その後に狂犬病の感染が成立することは基本的
にない（highly unlikely）

• ワクチン接種前に感染し、ワクチンに反応するものの狂犬病を発症
する犬の場合は、平均で、感染後15日以内に（抗体検出後８日以内
に）死亡する【→30日より十分に短い】

• ワクチン接種をしたが、犬の免疫状態やワクチンの品質に問題があ
り、十分な抗体が産生されずに、狂犬病に感染する犬の場合（これ
自体が非常に稀）は、抗体検出後７日以内に発症する【→30日より
十分に短い】

• 上記３点を踏まえると、ワクチン接種後に、十分な抗体価を確認し、
そこから30日間経過して輸入される犬について、狂犬病のリスクは
無視できる程度。
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改正に係る議論・エビデンス等（４）

2021年２月（OIE狂犬病レファレンスラボラトリー・ネットワークの専門家
による意見書）

• 自然感染による抗体は、狂犬病の臨床症状期の末期に、生産される
• 自然感染による抗体を有する犬は、抗体検出後１３日以内に、死亡
又は臨床症状を呈する。いずれの場合も、OIEコードの輸入要件に
照らすと、輸入されることはない。

• これまで欧米において、輸入後に狂犬病と発覚したケースのほとん
どは、ワクチン関係書類の偽造が原因。

• 期間を30日に短縮することについて、十分な科学的及び観察的デー
タがあり、今回の改正案は科学的に正当である。
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改正に係る議論・エビデンス等（５）

➢ Smith TG, Fooks AR, Moore SM, Freuling CM, Müller T, Torres G, Wallace RM. 2021. Negligible
risk of rabies importation in dogs thirty days after demonstration of adequate serum antibody
titer. Vaccine. doi:10.1016/j.vaccine. 2021.03.064.

➢ Have P, Alban L, Berndtsson LT, Cliquet F, Hostnik P, Rodeia SC, Sanaa M. 2008. Risk of rabies
introduction by non-commercial movement of pets. Dev. Biol. (Basel) 131:177–185.

➢ European Food Safety Authority. 2007. Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and
Welfare (AHAW) on a request from the Commission regarding an assessment of the risk of
rabies introduction into the UK, Ireland, Sweden, Malta, as a consequence of abandoning the
serological test measuring protective antibodies to rabies. EFSA Journal 5:436.
doi:10.2903/j.efsa.2007.436.

➢ Goddard AD, Donaldson NM, Horton DL, Kosmider R, Kelly LA, Sayers AR, Breed AC, Freuling
CM, Müller T, Shaw SE, Hallgren G, Fooks AR, Snary EL. 2012. A quantitative release
assessment for the non-commercial movement of companion animals. risk of rabies
reintroduction to the United Kingdom. Risk analysis: an official publication of the Society for
Risk Analysis 32:1769–1783. doi:10.1111/j.1539-6924.2012.01804.x.

➢ EMA. 2008. Evaluation of the efficacy of veterinary vaccines and immunosera. European
Pharmacopoeia 5.2.7.:2829.

➢ Anonymous. as amended at 2010. Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR) Title 9.
Animals and Animal Products Chapter I. ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE,
DEPARTMENT OF AGRICULTURE Subchapter E. VIRUSES, SERUMS, TOXINS, AND ANALOGOUS
PRODUCTS; ORGANISMS AND VECTORS Part 113. STANDARD REQUIREMENTS Subjgrp 73.
Killed Virus Vaccines.

➢ Fooks AR, Cliquet F, Finke S, Freuling C, Hemachudha T, Mani RS, Müller T, Nadin-Davis S,
Picard-Meyer E, Wilde H, Banyard AC. 2017. Rabies. Nat. Rev. Dis. Primers 3:1–19.
doi:10.1038/nrdp.2017.91.
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検討の経緯（１）

2017年11月 アドホックグループ会議で、狂犬病コードの見直しを議

論。

2018年2月 コード委及び科学委は、上記アドホックグループの報告

書を精査。コード委は、非清浄国からのイヌ、ネコ、

フェレットの輸入要件の１次改正案を提示。

2018年9月 コード委で加盟国コメントを検討。２次改正案を提示。

一方で、科学委から、抗体検査はワクチン接種後少なく

とも１か月経過後に実施、検査から輸出までは最低３か

月間待機（＝ワクチン接種から輸出まで４か月間）が必

要との見解が示される。

2019年2月 科学委が、潜伏期間中にある感染動物を輸入するリスク

を増加させずに、ワクチン接種から輸出までの期間を短

縮できる可能性に関する専門家の意見に留意。科学的妥

当性に関する狂犬病専門家によるポジション・ペーパー

を取りまとめるよう指示。

コード委も、専門家間でも異なる意見があることを踏ま

えて、更に専門家の意見を聴くように指示。 28



検討の経緯（２）

2019年10月 アドホックグループ会議で、非清浄国からの輸入要件に

ついて再度議論。ワクチン接種１か月後時点で、

0.5IU/ml以上の抗体価を有する犬は、安全に輸入可能と

の見解を示す。ただし、既存のエビデンスを再度整理す

るよう専門家に要請。

2020年２月 専門家が作成した意見書（ワクチン接種後の抗体検査で

0.5IU/ml以上の抗体価が確認されてから１か月経過すれ

ば、犬を安全に輸入可能）が科学委に提出され、同委が

承認。また、３か月から１か月に短縮されれば、違法な

輸入（法令非遵守）が減少するだろうとの見解を示す。

2020年９月 コード委は３次案を提示。

2021年２月 コード委は、加盟国からのコメントを検討した上で、科

学委の助言を求める。

科学委もまた、多様な知見を有する専門家に意見照会を

求める。
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検討の経緯（３）

2021年９月 科学委が、OIE狂犬病レファレンスラボラトリー・ネッ

トワークの専門家による意見書を審議した結果、原案通

り、３カ月→30日への期間短縮は科学的正当性があると

結論。一方で、OIEコードに従って実施したリスク評価

結果に基づき、各国が、国際基準より厳しい措置を取る

ことも可能であることに改めて留意。

2022年２月 コード委が、2021年9月の科学委の見解に同意。コード

委は４次案を提示。また、コード委は、科学委で検討済

みの「ワクチン接種計画に関する条項案」も検討し、改

正案を提示。
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狂犬病に関する章の構成（１）

第1条 総則

第2条 狂犬病の清浄国・地域

第3条 狂犬病の汚染国・地域

第4条 犬由来の狂犬病の清浄国・地域

第5条 清浄国・地域からの家畜の哺乳類の輸入に関する勧告

第6条 清浄国・地域からの野生の哺乳類の輸入に関する勧告

第6bis条 汚染国・地域からのイヌの輸入に関する勧告

第7条 汚染国・地域からのネコ及びフェレットの輸入に関する勧告

第8条 汚染国・地域からの家畜の反芻動物、馬、ラクダ、豚の輸入に

関する勧告

第9条 汚染国・地域からの感受性実験動物の輸入に関する勧告
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狂犬病に関する章の構成（２）

第10条 汚染国・地域からの野生動物の輸入に関する勧告

第11条 犬由来の狂犬病のOIE公式認定コントロール計画

第11bis条 犬由来の狂犬病のワクチン接種計画に関する勧告

第12条 サーベイランス

第13条 その他の所管当局との協力
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「家きん」の定義

資料３
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（背景）OIEコードにおける「家きん」の定義

2021年５月、「鳥インフルエンザ」章の改正に合わせて、OIEコードにお

ける「家きん」の定義も改正されたところ。現在の定義は以下の通り。

家きん

商業用の動物製品の生産（そのために繁殖を含む。）、闘鶏、及び、狩猟
用の鳥の補充（そのための繁殖を含むが、放鳥されるまでの間とする。）
を目的として、捕獲された状態で育成又は飼養される全ての鳥を指す。

他の家きんや家きん関連施設と直接的/間接的に接触がない場合であっ
て、１つの家庭で飼養され、その製品が同一の家庭内でのみ消費される
鳥については、家きんとは見なさない。

他の理由（ショー、レース、展示、動物園、競技大会、そして、これらの目
的のために繁殖・販売する鳥、並びに、ペットの鳥を含む。）により捕獲さ
れた状態で飼養されている鳥は、他の家きんや家きん関連施設と直接的
/間接的に接触がない場合には、家きんとは見なさない。

例外
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本件の論点と我が国のスタンス➀

⚫ 2022年２月のコード委員会で、以下のような議論があっ
た。

現行の「家きん」の定義においては、一定条件の下、“ペッ
トの鳥”自体は「家きん」ではないとされている。しかし、
家庭等で飼育されるペットの鳥の供給元（ペットショップや
ホームセンター等の繁殖・販売業者）で飼育されている鳥の
扱いは必ずしも明確ではない。

コード委員会は、ペットの鳥の供給元についても、
「家きん」ではないと明確化するための改正案を提案。
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これまでの論点と我が国のスタンス②

提案された改正案は以下の通り。

家きん

商業用の動物製品の生産（そのために繁殖を含む。）、闘鶏、及び、狩猟用の鳥
の補充（そのための繁殖を含むが、放鳥されるまでの間とする。）を目的として、
捕獲された状態で育成又は飼養される全ての鳥を指す。

他の家きんや家きん関連施設と直接的/間接的に接触がない場合であって、１
つの家庭で飼養され、その製品が同一の家庭内でのみ消費される鳥について
は、家きんとは見なさない。

他の理由（ショー、レース、展示、動物園、競技大会、コンパニオンシップ（注：
companionship）、そして、これらの目的のために繁殖・販売する鳥、並びに、ペッ
トの鳥を含む。）により捕獲された状態で飼養されている鳥は、他の家きんや家
きん関連施設と直接的/間接的に接触がない場合には、家きんとは見なさない。
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これまでの論点と我が国のスタンス➂

⚫以下の図のように、ペットショップのような供給元から、「家きん」
となる鳥が移動し、高病原性鳥インフルエンザ等の感染症を広
げる可能性も否定できない。

ペットショップ

１つの家庭で飼養され、その製
品が同一の家庭内でのみ消費
される場合は、現行定義上、「家
きん」に該当しない。

？

いわゆる「バックヤード」飼育を
行っており、家庭外と疫学的な
関連性（地元市場への出荷等）
がある場合、現行定義上、「家き
ん」に該当。

家庭A

家庭B
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これまでの論点と我が国のスタンス➂

⚫海外において、ペットの鳥の卸売業者が保有する飼育施設にお
いて、高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が発生し、自国内のみ

ならず近隣国のバックヤード飼育施設に感染が拡がった事例が
あり、公衆衛生上のリスクも懸念される。

⚫我が国では、飼育場所や飼育目的に関わらず、家畜伝染病予
防法で規定する「家きん」の鳥種で、HPAIの発生が確認された

場合には、商業養鶏場での発生事例と同様の防疫対応を実施
している。

ペットの鳥の供給元についても、一概に「家きん」ではない
とする今回の改正案には反対することとしたい。
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第7.5章 と畜時のアニマルウェルフェア

資料４
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OIEコードの改正プロセス

ＯＩＥ総会（毎年５月）にて採決 国際基準

コード委員会から案の提示

採択予定案の提示

コード委員会・アドホックグループにおける検討

加盟国からのコメント

コード委員会における検討

コメント受付案の提示 現状

①2019.9 一次案提示

②2021.2 二次案提示
③2022.2 三次案提示

加盟国からのコメント
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改正案のポイントと我が国のスタンス

・ 現行の「と畜に関するコード」（Chapter 7.5 Slaughter of animals）は2005年に作成され
たもの。

・ OIE（コード委員会）は、2018年に同コードの改正を決定。2005年以降検証が行われて
いなかったこの章を大幅に見直すことにした。この見直しの主な論点は、章間の矛盾、
最新の科学的知見の反映等であった。

・ 改正コード案は、現行コードとは構成を大きく変え、対象範囲（Scope）を明確化。

・ 項目ごとに「アニマルウェルフェア上の懸念（Animal welfare concerns）」、「勧告
（Recommendations）」を整理。

・ 「アニマルウェルフェア上、受け入れられない手法、手順又は慣行（Methods,
procedures or practices unacceptable on animal welfare grounds）」という項目を拡充。

ポイント

我が国の基本的なスタンスは、

・家畜のアニマルウェルフェアの向上が重要
・家畜の安全や、と畜場での作業従事者の労働安全の確保が必要

であり、その両立を図るべきである。

我が国のスタンス
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我が国からの修正意見（案）

Article7.5.20
自由に動ける動物に対するアニマルウェルフェア上の理由か

ら容認できない手法、手順又は慣行

1)動物の取り扱いに関する以下の行為は容認できず、使用し
てはならない。

a)動物の尾を押しつぶしたり、折ったりすること。
b)傷つけるようなものを使って圧力をかけたり、刺激性物質を
つけること。

c)大きな棒、先の尖った棒、パイプ、石、フェンスワイヤー、
革ベルトなどの器具で動物をたたくこと。

d)動物を蹴ったり、投げたり、落としたりすること。
e)尾、頭、角、耳、手足、毛あるいは髪等、動物の体の一部だ
けを掴む、持ち上げるあるいは引っ張ること。

f)チェーン、ロープ、または人間の手を含む、いかなる方法を
以て、（動物の）体のいかなる部分を用いて動物を引っ張るこ
と。
g)動物に他の動物の上を歩かせること。
h)敏感な部分（例：目、口、耳、肛門性器部、腹）に干渉する
こと。

Article7.5.20
自由に動ける動物に対するアニマルウェルフェア上の理由

から容認できない手法、手順又は慣行

1)動物の取り扱いに関する以下の行為は容認できず、使用し
てはならない。ただし、動物、動物取扱者及びその他の人員
の安全を確保するために必要な場合はこの限りではない。
a)動物の尾を押しつぶしたり、折ったりすること。
b)傷つけるようなものを使って圧力をかけたり、刺激性物質
をつけること。

c)大きな棒、先の尖った棒、パイプ、石、フェンスワイヤー、
革ベルトなどの器具で動物をたたくこと。
d)動物を蹴ったり、投げたり、落としたりすること。
e)尾、頭、角、耳、手足、毛あるいは髪等、動物の体の一部
だけを掴む、持ち上げるあるいは引っ張ること。
f)チェーン、ロープ、または人間の手を含む、いかなる方法
を以て、（動物の）体のいかなる部分を用いて動物を引っ張
ること。
fg)動物に他の動物の上を歩かせること。
gh)敏感な部分（例：目、口、耳、肛門性器部、腹）に干渉す
ること。

修正案今回提示された改正案

修正意見①

修正意見②

列挙された手法等について、状況にかかわらず一律に禁止することは、
動物及び従業員の傷害発生のリスクにつながり、動物福祉のレベルの低下
につながる可能性がある。
具体的には、

○ 怪我、病気、非常に若齢又は妊娠した動物を他の動物から保護し優先
的にと殺する目的で隔離する (Article7.5.14)、

○ 動物が他の動物の上を歩かないようにする (Article7.5.20)
等の規定の実行のためには、家畜の行動を制限する必要が生ずることが考
えられるが、そのための効果的な手段がないことになることが懸念される。

f )は、と畜場の作業の安全上必要な場合が
あり、直接家畜を手で掴むのではなくロープ
等の器具を用いて人と家畜の距離を確保する
ことは、家畜の恐怖を緩和する効果もあり、
かつ家畜の自発的な行動をうながすものであ
ることから、容認されない行為とするのは再
考すべきではないか。

修正意見①についての理由 修正意見②についての理由
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参考

• 検討の経緯
• 章の構成
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検討の経緯（１）

2018年2月 コード委は、「Slaughter of animals（Chapter

7.5）」の改正を決定。

2018年4月、11月 アドホックグループで、本章の見直しを議論。

2019年2月 コード委は、アドホックグループの報告書を精査し、

修正案に賛成すると共に、更なる精査をアドホック

グループに指示。

2019年6月 アドホックグループで、議論を継続。

2019年9月 コード委は、アドホックグループの報告書を精査し、

構成が大きく変更されたことから、クリーンテキス

トにて１次改正案を提示。

2020年2月 コード委で加盟国コメントを検討。

2020年4月～2021年1月 アドホックグループで改正案を検討。

2021年2月 コード委は、アドホックグループの報告書を精査し、

２次改正案を提示。
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検討の経緯（２）

2021年9月 コード委で加盟国コメントを検討。

2021年11月～12月 アドホックグループで改正案を検討。

2022年2月 コード委は、アドホックグループの報告書を精査し、

３次改正案を提示。
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「と畜時のアニマルウェルフェア」章の構成（１）

第1条 導入

第2条 範囲

第3条 本章の目的の定義

第4条 アニマルウェルフェア上の危害要因（ハザード）

第5条 基準（評価尺度）

第6条 管理

第7条 職員の訓練及び能力

第8条 施設の設計及び設備の選択

第9条 処理能力（１時間当たりのと畜頭数）

第10条 保守管理と清掃の手続き

第11条 緊急時対応計画
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第12条 自由に動ける動物（free-moving animals）の到着

第13条 自由に動ける動物の取扱い

第14条 自由に動ける動物の係留

第15条 スタニング又は放血のための拘束（自由に動ける動物）

第16条 自由に動ける動物のスタニング

第17条 自由に動ける動物の放血

第18条 自由に動ける妊娠動物のと畜

第19条 自由に動ける動物の緊急と殺

第20条 自由に動ける動物に対するアニマルウェルフェア上の理由から

容認できない手法、手順、又は、慣行

第21条 容器に入った動物（animals in containers）の到着

第22条 容器に入った動物の移動

「と畜時のアニマルウェルフェア」章の構成（２）
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第23条 容器に入った動物の係留

第24条 容器からの動物の荷下ろし（取り出し）

第25条 容器から取り出した動物をスタニングするための拘束

第26条 頭部のみの電気スタニング

第27条 家きんの電気湯煎スタニング

第28条 機械的スタニング

第29条 家きんの空気調節(controlled atmosphere)スタニング

第30条 容器に入った動物の放血

第31条 容器に入った動物の緊急と殺

第32条 容器に入った動物に対するアニマルウェルフェア上の理由から

容認できない手法、手順、又は、慣行

「と畜時のアニマルウェルフェア」章の構成（３）
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コード委員会の今後の活動計画

資料５
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検討中の主なトピック➀

【BSE（第11.4章、第1.8章等）】

• 本年５月の総会での採択は延期された。来年の総会での採択を目指して、加盟

国からのコメントが本年９月のコード委員会で検討される。

【輸出入手続きと獣医証明書の見直し】

• 最近の科学的知見に基づき、第５部（貿易措置、輸出入手続及び獣医証明）に

含まれる章を見直し予定。本年２月のコード委員会において、主要論点につい

て、事務局から説明があった。本年９月の委員会で、アドホックグループの

ToR案が示され、その後、同グループで具体的なドラフト作成が始まる予定。

【口蹄疫（第8.8章）】

• これまで４度加盟国へのコメント照会を実施。本年２月のコード委員会でコメ

ントを検討した結果、科学委やラボ委を含む専門家の意見を更に聴く必要があ

るとして、専門家からの必要な助言を得た上で、本年９月に改めて議論するこ

ととなった。
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検討中の主なトピック②

【動物の輸送に関するアニマルウェルフェア（第7.2章、7.3章、7.4章）】

• 最近の科学的知見に基づき、動物の輸送（陸海空）に関するアニマルウェル

フェア章（第7.2章、7.3章、7.4章）について、見直しが検討されている。

本年２月のコード委員会において、他の作業中のアニマルウェルフェア関連

章を優先させるため、本作業の開始は2023年以降とされた。

【抗菌剤の責任ある適正使用（第6.10章）】

• コーデックスの薬剤耐性に関する特別部会(TFAMR)が策定した実施規範が

2021年11月の総会(CAC44)で採択。本年４月のOIEのAMRワーキンググルー

プで、第6.10章の改正内容や他のAMR関連章（第6.7, 6.8, 6.9, 6.11章）の

見直しの必要性について、議論が行われた。その結果が９月コード委員会で報

告される予定。
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検討中の主なトピック➂

【疾病の予防及び制圧】

• 第４部（疾病の予防及び制圧）に、バイオセキュリティに関する新章を追加

することが優先課題とされている（その中で、swillの定義も取り扱う予定）。

本年９月の委員会で、アドホックグループのToR案が示され、その後、同グ

ループで具体的なドラフト作成が始まる予定。

• また、既存の死亡動物の処理（第4.13章）、消毒に関する一般的な推奨事項

（第4.14章）の改正にも今後取り組んでいくとしている。

【採卵鶏生産システムのアニマルウェルフェア（第7.Z章）】

• 本年２月のコード委員会で、事務局から、現時点で今後の見通しは立ってい

ないが、今後の方針について加盟国と議論する可能性を検討していきたいと

の説明があった。
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