
１．OIEとは：沿革と目的

3

• 1924年設立（世界の動物衛生の向上を目的とした政府間

機関）

• 182カ国・地域が加盟（2019年5月現在）

• 主な目的

－ 動物疾病に関する情報の提供

－ 動物疾病防疫・根絶のための技術支援

－ 動物・畜産物貿易に関する国際基準の策定

－ 食品安全の確保、アニマルウェルフェアの向上
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OIEの組織

4

最高意思決定機関

アフリカ､アメリカ､アジア極東
オセアニア､ヨーロッパ､中東
※アジア極東オセアニアの

議長は日本

アジア太平洋地域事務所
（東京）

二名のコード委員会副議長
のうち一名は日本人

東南アジア準地域事務所
（タイ・バンコク）

※水色：コード策定に
主に関与

地域代表事務所(5)

準地域代表事務所(7)

ワーキンググループ（常設作業部会(2)）

アドホックグループ（特別専門家会合）

総会

地域委員会(5)理事会

事務局長

事務局

専門委員会(4)
コード､水生動物､
ラボラトリー､科学

レファレンスラボラトリー
疾病毎の専門家（246）

コラボレーティング
センター

課題毎の専門機関(55)

（指定診断助言機関）
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２．OIE基準：① コードの概要

5

• 動物及び動物製品について、OIE加盟国が貿易

その他の衛生措置をとる際の参照事項

• 陸生動物コードと水生動物コードの２種類
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（例）陸生動物コード（第１巻：一般規定）

6

陸生：全149章（2019）

第1部 疾病診断､サーベイランス及び通報

第2部 リスク分析

第3部 獣医サービスの質

第4部 全般的勧告：疾病の予防及び管理

第5部 貿易措置､輸出入手続及び獣医証明

第6部 獣医公衆衛生

第7部 アニマルウェルフェア
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（例）陸生動物コード（第2巻：個別疾病）

7

第8部 複数の動物種に感染する疾病

第9部 ミツバチの疾病

第10部 鳥類の疾病

第11部 牛の疾病

第12部 馬の疾病

第13部 兎の疾病

第14部 綿羊と山羊の疾病

第15部 豚の疾病
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２．OIE基準：② マニュアルの概要

8

• 疾病の診断方法、ワクチンなどの生物学的製剤の

生産・管理要件を規定

• 陸生動物マニュアルと水生動物マニュアルの２種類
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WTO･SPS（衛生植物検疫措置の適用に関する）協定は
人､動物又は植物の生命又は健康を守るための措置を
適用する際の権利･義務を規定

• 加盟国が動物衛生上の措置を講じる場合､国際基準
（OIEコード）を基礎とする必要

• 国際基準（OIEコード）より厳しい措置を講ずる場合､
リスク評価によってその正当性を証明する必要

動物衛生（人獣感染症を含む）以外の措置はSPS協定の
対象外であるが､SPS協定以外のWTO協定の対象になる
可能性がある。

３．OIEコードとWTO･SPS協定の関係
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4．OIEコードの制定・改廃の手続き

２月

総会

９月

【１年間のサイクル】

加盟国代表
が議論

加盟国が
意見を提出

6月

７月12月

１月

関係府省
連絡会議

OIE連絡
協議会

関係府省
連絡会議

加盟国が
意見を提出

OIE連絡
協議会

各国代表

国際機関

世界会議

改正

コード制定･
改廃の提言

5月

コード委員会
（専門家各６名）

・科学委員会

・ラボラトリー委員会

・ワーキンググループ

・アドホックグループ

コード委員会
（専門家各６名）
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加盟国が提出した意見の取扱い

コード委員会の開催（2020年2月）
（加盟国の意見反映）

加盟国 コード委員会

ＯＩＥ総会にて採決（2020年5月） 国際基準

意見（12月）

加盟国の支持が見込まれる案

コード委員会から案の提示
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参考：OIE関係情報
農林水産省ホームページ

12

農林水産省HP から

→ 政策
（組織別から探す）

→ 消費･安全局

→ 国際的なルール：
国際獣疫事務局
（OIE）

http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie.html
農林水産省 OIE 検 索
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1

2020年5月の総会で採択予定
ユーザーガイド、用語解説（疫学単位）

疾病、感染及び外寄生の通報並びに疫学情報の提供（第1.1章）

OIEリストの疾病、感染及び外寄生（第1.3.6条）

動物衛生サーベイランス（第1.4章）

自己宣言及びOIE公式認定の手続き（第1.6章）

獣医法令（第3.4章）

リスト及び新興疾病の公式制御（第4.Y章）

アニマルウェルフェアと採卵鶏生産システム（第7.Z章）

鳥インフルエンザ（第10.4章）

小反芻獣疫（第14.7章）

豚コレラ（第15.2章）

※赤字：今回の連絡協議会で扱う章

資料５
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2

用語解説
OIEリストの疾病、感染及び外寄生（第1.3.1条及び第1.3.9条）
獣医サービスの質、獣医サービスの評価、獣医サービスの新章
（第3.1章、第3.2章及び第3.X章）
動物のと殺（第7.5章）
アフリカ由来のトリパノソーマ感染症の新章（第8.Y章）
Mycobacterium tuberculosis複合症（第8.11章）
リフトバレー熱（第8.15章）
牛海綿状脳症（第11.4章）

馬インフルエンザ（第12.6.6条）

コメント聴取のみ

※赤字：今回の連絡協議会で扱う章84



第15.2章

CSF

1

資料６
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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

OIEコードの改正プロセス

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
加盟国からのコメント

現状

①2017.2 一次案提示

③2019.9 三次案提示

②2018.9 二次案提示

2020年５月総会で採択に付される予定
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3

・他の疾病章（ASFや、PPR等）と整合をとるための構成の見直し
・汚染地域又は封じ込め地域からのと場直行要件の追加
・野生豚の生体及びその肉の輸入要件の削除
・公的プログラムを有する国からの生鮮肉の輸入要件の追加
・その他、非清浄地域からの家畜豚の生体、精液、受精卵の輸入要
件の修正、肉・獣毛・敷料・堆肥中のCSFV不活化要件の追加など

・残飯（swill）の要件の考え方

これまでの論点と我が国のスタンス

構成の見直し等については、特段のコメントなし。
残飯の加熱要件について、肉と残飯の温度要件が異なることについて意見照会。
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4

肉及び残飯中のCSFVの不活化要件
肉のCSFVの不活化要件

（15.2.18)
残飯中のCSFVの

不活化要件（15.2.17）
①F0値3.00以上の密封機容器
による加熱処理

②肉全体が70℃に達する加熱
処理

※そのほか、自然発酵、熟成、
乾燥塩蔵の要件が規程

①90℃、60分以上
継続的に撹拌

②絶対圧力3気圧下で
121℃、10分

③CSFVを不活化されること
が証明されている同等の処理

残飯の方が要件が厳格？
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5

肉及び残飯中のCSFVの不活化要件
OIEからのコメント

• 肉における不活化条件については、科学的文献（Cowan et al., 2015）
を参照し決定している

• 残飯における不活化条件については、長年に渡り実施され、ウイルス
を不活化してきた経験に基づいている

• 肉と残飯は水分や脂肪分の構成が大きく異なっており、残飯に含まれ
る様々な物質が潜在的にウイルスを保護する可能性があるため、両者
を同等とみなすことはできず、肉と比較して不活化条件を厳格に設定
している

• また、「swill」はOIEの「用語集」に定義されていないが、植物成分
のみから構成される残飯は本規定の対象外と考える

• OIEは各国に対し、異なる物品や野外環境における不活化処理温度に
ついての研究を継続するよう要請

我が国は、国際基準を満たすよう食品残渣の飼料の利用に係る
不活化要件を見直す方向。
今後も、国際基準及び最新の科学的知見を踏まえ国内措置を検討

我が国のスタンス
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6

参考資料
・構成の見直し
・三次案におけるCSF清浄国要件
・三次案におけるCSF清浄ステータス回復要件
・発生地域及び封じ込め地域から清浄地域内
へのと畜場直行豚に係る基準

・野生豚（生体、肉）の輸出に係る要件
・公的プログラムを有するCSF非清浄国から
の飼養豚及び飼養野生豚の生鮮肉の輸入要件

・検討の経緯
・章の構成
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7

構成の見直し
現行 三次案

15.2.1 総則 15.2.1 総則
15.2.1 bis 安全物品

15.2.2 国・地域又はコンパートメントの
CSFステータス決定に係る一般基準

(削除）※15.2.3以降に統合

15.2.3 CSF清浄国又は地域 15.2.2 CSF清浄国又は地域
15.2.4 CSF清浄コンパートメント 15.2.3 CSF清浄コンパートメント
15.2.5 CSF清浄国又は地域内の封じ込め地

域の設定
15.2.4 CSF清浄だった国又は地域内への封じ

込め地域の設定
15.2.6 清浄ステータスの回復 15.2.5 清浄ステータスの回復

15.2.5bis 汚染地域から、清浄地域に所在する
と場への豚の直接移送

15.2.5ter 封じ込め地域から、清浄地域に所在
すると場への豚の直接移送

15.2.7 CSF清浄国、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

15.2.6 CSF清浄国、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
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8

構成の見直し
現行 三次案

15.2.8 CSFに汚染され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

15.2.7 CSF非清浄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

15.2.9 野生豚及び野生化豚の輸入に関する
勧告

（削除）

15.2.10
～15.2.13

精液・受精卵の輸入要件 15.2.8
～15.2.11

精液・受精卵の輸入要件

15.2.14 CSF清浄国、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

15.2.12 CSF清浄国、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

15.2.12bis 公的プログラムを有する国又は地域
からの輸入に関する勧告
家畜豚及び飼育野生豚の生鮮肉の輸
入 （追加）

15.2.15 野生豚及び野生化豚の生鮮肉の輸入
に関する勧告

（削除）
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9

三次案におけるCSF清浄国要件（15.2.2）※内容に大きな変更なし

国又は地域は、第1.4.6章2)の関連規定が遵守され、少なくとも過去12か月間の
間、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) 家畜及び飼育野生豚にCSFV感染の証拠が認められない。

2) 獣医当局は、当該地域のすべての家畜及び飼育野生豚群を把握、管理する。

3) 獣医当局は、パッシブサーベイランスを通じ、当該地域における野生及び
野生化豚の分布、生息環境、発生の兆候に関する最新の知見を有する。

4) 関連章に従って適切なサーベイランスが講じられている。

5) 感染の侵入を防止する措置が講じられている。特当該地域への商品の移動
や輸入が本章及び陸生コードの関連章に準じている。

6) 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、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。

7) 家畜豚及び飼育野生豚が、効果的に実施及び監視（supervised）された適切
なバイオセキュリティによって、野生豚及び野生化豚と隔離されている。
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10

三次案におけるCSF清浄ステータス回復要件（15.2.5） ※内容に大きな変更なし

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、第によるサーベイランスが行われ、陰性であり、以下の時点から3カ
月たった場合清浄ステータスを回復できる。

1) ワクチン接種を伴わないスタンピングアウト政策が実行された場合には、
最後の感染施設における消毒が終了した時点

2) 緊急ワクチン接種及びワクチン接種動物のと殺を伴うスタンピングアウト
政策が実行される場合は、最後の感染施設における消毒が終了し、すべて
のワクチン接種動物のと殺が終了した時点

3) 陸生マニュアル第3.8.3章により検証されたワクチン接種動物と感染豚を区
別する方法がある場合は、ワクチン接種動物のと殺をしない緊急ワクチン
接種を伴うスタンピングアウト政策が実行され、最後の感染施設における
消毒が終了した時点

当該国又は地域は、提出された証拠をOIEが受理した場合のみ、CSF清浄ス
テータスを回復する。
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11

発生地域及び封じ込め地域から清浄地域内への
と畜場直行豚に係る基準（新規追加）
条項 対象物品 農場・飼養等条件 と畜場条件 輸送条件 加工条件

5bis

発生地域
↓

清浄地域内の直近
のと畜場に直行す
る場合

移動前最短３０日間、
導入なし、豚コレラ
の臨床症状を示す動
物なしの農場で飼養。

移動前最短3ヶ月、出
荷元施設で飼養。
最短3ヶ月間農場の半
径10km内で発生なし

と畜前後の検査で異
常なし

これらの豚及びその
肉がある間は、当該
と場は輸出不可

使用後の消毒

車両の事前洗浄
及び消毒、バイ
オセキュリティ
の確保、獣医当
局の監視、直行、
使用後の消毒

これらの肉は
識別され、そ
の他の物品か
ら隔離され、
18条（加熱
等）に従って
処理

5ter

封じ込め地域
↓

清浄地域内の直近
のと畜場に直行す
る場合

と畜前後の検査で異
常なし

これらの豚及びその
肉がある間は当該と
畜場は輸出不可

使用後の消毒

事前洗浄及び消
毒、獣医当局の
監視、直行、使
用後の消毒

これらの肉は
識別され、そ
の他の物品か
ら隔離され、
18条（加熱
等）に従って
処理
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野生豚（生体、肉）の輸出に係る要件の削除

【コード委員会の見解】
 CSF発生国からの野生豚の生体・肉の輸入によるリスクは認識

 一方で、全ての国で適用可能なリスク管理措置は確立できず、
そのような輸入要件をコードに記載することは適切ではない

 従って、要件は二国間の輸入条件協議において定めるべき

【現行要件】
・発送時点で臨床症状無し

・輸送前40日間動物検疫所で隔離、当該動物検疫所に導入後21日目以降の
試料で陰性

・ワクチン接種なし

これらのことから、コードより削除
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清浄国からの輸入要件
（15.2.12)

公的プログラムのある非清浄国
からの輸入要件（15.2.13)

① 第15.2.6または7条*に準
拠した豚に由来するこ
と

② 第6.2章に従いと畜前・
と畜後検査が実施され、
合格していること

① 第15.2.7条*に準拠した豚に由来すること
② 消毒された車両により獣医サービスの監督下のも

と輸送された豚であること
③ 輸送中及びと殺過程において第15.2.7章に準拠し

ない豚との接点を持つことなく、認定と畜場に直
接輸送されること

④ 以下の条件を満たしたと畜場でと殺されること
a. 獣医当局により輸出用施設として認定されて

いること
b. 最後に消毒された時点から輸送品が発送され

るまでの間にCSFの発生が確認されていない
こと

⑤ 第6.2章に従い、と畜前・と畜後検査が実施され、
合格していること

⑥ と殺後の生鮮肉とCSFVの汚染源との交差汚染を防
止するための適切な対策が講じられていること

13

公的プログラムを有するCSF非清浄国からの飼養
豚及び飼養野生豚の生鮮肉の輸入要件（追加）

*： 第15.2.6条･･･清浄国からの生体の輸入要件
第15.2.7条･･･汚染国からの生体の輸入要件97
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2013年5月 OIE公式ステータス認定の対象疾病となった際に改正

2017年２月 コード委員会で検討→一次修正案提示
・発生の定義、潜伏期間の修正
・汚染地域又は封じ込め地域からの清浄地域へのと場直行の要件の追加
・生体/精液/受精卵の輸入条件の追加
・肉、獣毛、敷料、堆肥中のCSFV不活化方法の修正・追加等

2017年7月 日本からコメント提出

2017年９月 コード委員会で検討

2018年9月 コード委員会で検討→二次修正案提示
・感染性期間（最大３か月）の追記
・安全物品の条の追加

2019年1月 日本からコメント提出（残飯不活化要件）

2019年２月 コード委員会で検討

2019年９月 コード委員会で検討→三次次修正案提示
※次回総会で採択予定

検討の経緯
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15

章の構成

第1条 序論
（宿主、感染定義、潜伏・感染期間、野生豚等の取扱い）

第2条 清浄性を決定する一般基準
（国、地域又はコンパートメント）

第3～4条 清浄国又は地域；清浄コンパートメント；

清浄国又は地域内の封じ込め地域の設置
第5条 清浄ステータスの回復

コンパートメント間の移動
第6～16条 輸入条件
第17～20条 残飯・畜産品のウイルス不活化方法
第21～26条 疾病監視
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第10.4章

鳥インフ
ルエンザ

1

資料７
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