
令和２年度第１回国際獣疫事務局（OIE）連絡協議会 

議事次第 
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１. 開会挨拶 
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① 鳥インフルエンザ 

② OIEリスト疾病 
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（CSF、採卵鶏生産システムにおけるアニマルウェルフェア、小反芻獣疫） 

④ OIEコード委員会の今後の活動計画 
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鳥インフ
ルエンザ

1

資料３



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

①2018.9 一次案提示

②2019.9 二次案提示

2020年５月総会で採択に付される予定
→2021年５月に延期②2020.2 三次案提示
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二次案までのポイントと我が国のスタンス
 第10.4章を「鳥インフルエンザ感染症」から、「高病原性鳥イン
フルエンザ感染症」に修正。

 LPAIはリスト疾病の要件を満たさないとして、リスト疾病から除
外。これにより、LPAIは通報や定期報告の対象外（ただし、変異
の可能性等を考慮し、家きんのLPAIモニタリングは継続）。

 いわゆる裏庭養鶏のうち、「同一世帯で飼養され、当該世帯内で消
費される鳥については家きんとみなさない」と定義。これにより、
自家消費用の裏庭養鶏におけるHPAIの発生はステータスに影響せず、
またこれらの群はLPAIモニタリングの対象外。

我が国からは、
１）一部のLPAIは人獣共通感染症であることが知られており、LPAI
はリスト疾病から除外すべきでない。LPAIの通報や定期報告は維持
されるべき。
２）家きんの定義から外れる自家消費用の鳥についても、LPAIモニ
タリングを継続するべき
を主張。（一次案、二次案へのコメント提出、2019年５月OIE総会）
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１ 生体や畜産物を介した国際的な疾病の拡大が証明されている

２ 少なくとも１か国が当該疾病の清浄性を証明している

３ 信頼のおける摘発診断法が存在し、詳細な症例定義がなされ
ており、他の疾病と確実に識別できる

４(a) 又は ヒトへの自然感染が証明されており、重篤な結果をもたらす

４(b) 又は 生産性の低下や死亡など家畜に重大な影響を及ぼす

４(c)
野生動物の健康に重篤な影響を及ぼすことが証明（あるいは
科学的知見）されている。

（参考）OIEリスト疾病の要件(第1.2章）

以下の１～４の全ての満たす疾病は通報対象疾病となる
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OIEの見解と三次案のポイント

 LPAIのうち、少なくとも１種類のLPAI（H7N9)は人に重篤な症状を
引き起こすことがわかっており、このようなLPAIは「リスト疾病」
としての要件を満たすため、「人に自然感染を起こし重篤な症状を
引き起こすことが証明されている低病原性鳥インフルエンザウイル
スの、家畜化された鳥（domestic)や飼育下の野鳥(captive wild birds)
における感染症」を新たにリストに追加
→この結果、人獣共通感染症であることが確認された家きん及び
飼育下の野鳥のLPAI（H5/H7に限定されない）は通報及び定期
報告対象。人獣共通か不明な場合は通報対象外。

 自家消費用の家きんについてもLPAIモニタリングの対象とすること
については、その効果が明確でない中、不必要な経済的、ロジス
ティック上の負担を強いることになるため、受け入れられない。
→この結果、HPAI章で求められるLPAIモニタリングは新たな定義に
よる「家きん」のみが対象となり、野鳥及び自家消費用の家きんは
対象外
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三次案における論点と日本のスタンス

 LPAIのうち重篤な人獣共通感染症の原因となるものをリスト
疾病として指定する場合、「人に自然感染し、重篤な症状を
引き起こす」との定義にあてはまるLPAIをどのような手順と
条件で指定するのか。

 見直しにより、LPAIに関しては、安全な輸入等に関する勧告
が定められないこととなるが、生体等の国際貿易を通じて人
獣共通感染症の性質を有するLPAIが拡大するリスクについて
考えなくて良いのか。

 見直しにより、これまで通報情報により把握できていた世界
的なLPAIの発生状況に関する情報が得られなくなることに問
題はないのか。
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三次案における論点と日本のスタンス

日本としては、以下の点につき主張していくべきではないか。

１）全てのLPAIがリスト疾病から外れるのではなく、人獣共通感染
症を引き起こすLPAIはリスト疾病とされることについては評価する。

２）一方で、人に重篤な症状を引き起こすことを要件とした場合、
健康影響の度合いが明確でない時点では通報対象とならず、対応
が遅れる可能性がある。予め、LPAIの人の健康への影響等を迅速に
評価して指定する手順を定めるとともに、新たに人獣共通感染症
であることが判明した場合には幅広く通報対象とするなどの対応
を求める。

３）リスト疾病の要件を満たすLPAIについては、生体や物品の国際
貿易による鳥及び人の間の疾病拡大のリスクを分析し、必要な勧
告を定めるべきではないか。（特に生体）

３）通報から除外されたとしても、ウイルスの分布や病原性の変
化の可能性を早期に捉えるため、世界的なLPAIモニタリング結果を
集積・分析・共有する仕組を構築すべきではないか。
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参考資料

・ＨＰＡＩ／ＬＰＡＩの定義
・鳥インフルエンザのコード上の扱い
・OIEリスト疾病に対する獣医当局の責務
・家きんの定義
・章の構成
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（参考）ＨＰＡＩ／ＬＰＡＩの定義
（OIEコード）
鳥インフルエンザ：家きんにおける、

以下の鳥インフルエンザウイルスの感染症

HPAIウイルス: IVPI>1.2or致死率>75%
もしくは
特定のアミノ酸配列を含む
H5又はH7亜型A型鳥インフルエンザウイルス

LPAIウイルス: HPAIウイルス以外の
H5又はH7亜型A型鳥インフルエンザウイルス

※HPAIウイルス以外の、
全てのH1～H16亜型A型鳥インフルエンザウイルス
への感染がLPAIと分類される方向で
OIEマニュアルが改正予定
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鳥インフルエンザのコード上の扱い
現行 第1.3章（OIEリスト疾病）

「鳥インフルエンザ感染症」
「家きん以外の鳥（野鳥を含む）における高病原性A型鳥インフルエンザウイ
ルス感染症」

第10.3章（鳥インフルエンザウイルス感染症）
・HPAIとLPAIを定義した上で、両方をカバーする内容。LPAIはAI清浄ステータ
スや輸入条件に影響。

三次修正案 第1.3章（OIEリスト疾病）
「高病原性鳥インフルエンザ感染症」
「家きん以外の鳥（野鳥を含む）における高病原性Ａ型鳥インフルエンザウ
イルス感染症」
「人に自然感染を起こし重篤な症状を引き起こすことが証明されている低病
原性鳥インフルエンザウイルスの、家畜化された鳥（domestic)や飼育下の野
鳥(captive wild birds)における感染症」

第10.4章（高病原性鳥インフルエンザ感染症）
・家きんにおける高全ての高病原性A型インフルエンザウイルス感染症を「高
病原性鳥インフルエンザ感染症」と定義
・高病原性への変異の可能性を考慮し、家きんにおけるH5/H7 LPAIに関する
モニタリングシステムを有することを求める

※家きん以外の鳥のHPAI、人獣共通感染症であるLPAIに関する疾病固有章は
策定されていない
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（参考）OIEリスト疾病に対する獣医当局の責務

疾病、感染の通報と疫学情報の提供（第1.1章）

1.1.3
獣医当局は、OIEデリゲートの責任のもと、OIE本部に対し
（１）各疾病固有章の関連規定に従い、発生後24時間以内に世界動物衛生シス
テム（WAHIS）を通じて以下の事象を報告（緊急通報）
・リスト疾病の初発
・撲滅されていたリスト疾病の再興（撲滅されていた株を含む）
・突然かつ予想外の疾病の分布の変動、疾病の発生や病原体の病原性、罹
患率や死亡率の増加

・本来の宿主ではない動物におけるリスト疾病の発生
（２）緊急通報後、疾病が撲滅される又は十分に安定状態となるまでの週ごと
のフォローアップレポートを提出
（３）リスト疾病の有無や進展に関する６か月毎の定期報告を提出
（４）その他、他の加盟国に有益な情報の毎年の報告

1.1.4
獣医当局は、OIEデリゲートの責任のもと、OIE本部に対し、WAHISを通じて新
興感染症（emerging disease）の発生を通報し、疾病が撲滅又は十分に安定状態
となるまで定期的な報告を行う。
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家きん(poultry)の定義

※二次修正案の家きんの定義
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、及びあらゆる目的で
使用される闘鶏。狩猟の補充用の鳥は家きんとみなされる。
同一世帯で飼養、消費される鳥は家きんとみなされない。ショー、レース、
展示、競技、動物園動物は家きんとみなされない。

現行 食用として消費される肉若しくは卵の生産、その他の商用の
生産物の生産に利用される、backyardを含む全ての家畜化さ
れた鳥、狩猟の補充用の鳥、これらのカテゴリーの繁殖用の
鳥、あらゆる目的の闘鶏用の鳥

これ以外の理由で飼養下にある鳥（ショー、レース、展示、
競技、これらのカテゴリーの繁殖用または販売用の鳥、ペッ
トは家きんとみなされない。）

三次修正案 あらゆる商用の畜産物の生産またはそのための繁殖に供され
る全ての飼養下、または捕獲下にある鳥、あらゆる目的の闘
鶏用の鳥、狩猟の補充用の鳥、これらを目的とした繁殖に供
される鳥で、捕獲状態から解放されるまでの間のもの。

同一世帯で飼養、消費される鳥は、家きんまたは家きん施
設との直接的・間接的な接触がないことを条件に、家きんと
みなさない。

これ以外の目的の飼養下にある鳥（ショー、レース、展示、
動物学的な収集、競技、これらを目的とした繁殖または販売
に供される鳥、ペット）については、家きんまたは家きん施
設との直接的・間接的な接触がないことを条件に、家きんと
みなさない。
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章の構成
第1条 総則

第1条bis 安全物品

第2条
第2条bis
第2条ter
第2条quarter

HPAI清浄地域又は国
HPAI清浄コンパートメント
HPAI清浄地域又は国内への封じ込め地域
清浄ステータスの回復

第3条、4条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関す
る勧告（生きた鳥）、家きん以外の生きた鳥の輸入に関
する勧告

第5条、6条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関す
る勧告（初生ひな）、家きん以外の初生ひなの輸入に関
する勧告

第7条、8条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関す
る勧告（家きんの種卵）、家きん以外の種卵の輸入に関
する勧告
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第9条、10条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関する
勧告（家きん精液）、家きん以外の鳥に由来する精液の輸
入に関する勧告

第11条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関する
勧告（食用卵）

第12条 家きん卵由来製品の輸入に関する勧告

第13条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関する
勧告（生鮮家きん肉）

第14条 家きん肉製品の輸入に関する勧告

第15条 10.4.1bisに記載されていない家きん製品のうち、飼料、農
業用、興業用に使用されるものに関する勧告

第16条 10.4.1bisに記載されていない羽毛とダウンの輸入に関する
勧告

章の構成
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第17条 家きん以外の鳥の羽毛及びダウンの輸入に関する勧告

第18条 卵及び卵製品におけるHPAIウイルスの不活化手順

第19条 肉におけるHPAIウイルス不活化手順

第19条bis 採取検体、皮、冠におけるHPAIウイルス不活化手順

第20条 HPAIサーベイランス序論

第21条 HPAIの早期警戒のためのサーベイランス

第22条 HPAI清浄性の証明のためのサーベイランス

第22条bis 野鳥群のサーベイランス

第22条ter 家きん群におけるLPAIモニタリング

章の構成



第1 . 3章

O I Eリスト疾病

1

資料4
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１ 生体や畜産物を介した国際的な疾病の拡大が証明されている

２ 少なくとも１か国が当該疾病の清浄性を証明している

３ 信頼のおける摘発診断法が存在し、詳細な症例定義がなされ
ており、他の疾病と確実に識別できる

４(a) 又は ヒトへの自然感染が証明されており、重篤な結果をもたらす

４(b) 又は 生産性の低下や死亡など家畜に重大な影響を及ぼす

４(c)
野生動物の健康に重篤な影響を及ぼすことが証明（あるいは
科学的知見）されている。

（参考）OIEリスト疾病の要件（第1.2章）

以下の１～４の全ての満たす疾病は通報対象疾病となる
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議論の対象となっている疾病とOIEの見解
（鳥インフルエンザ以外）

 結核菌群（Mycobacterium tuberculosis complex)感染症
マイコバクテリウムのうち、M.bovisとM.capraeはリスト疾病の要件を
満たすが、M.tuberculosisは満たさないとして、リストから除外する検
討が行われてきたが、2020年秋の科学委員会で改めて検討するとして、
見直しは保留。各国に対しM.tuberculosisの動物から人や、他の動物への
伝搬の可能性や、影響についての新たな科学的知見の提供を求める。

 ヒトコブラクダにおける中東呼吸器症候群コロナウイルス感染症
現時点で、明確な症例定義が記載されている疾病固有章がないことか
ら、リスト疾病に含めるべきではないとの意見も出されているが、
本疾病はリスト疾病の要件を満たしているほか、本疾病は2021年5月の
総会において、OIEマニュアルに収載される予定であり、疾病固有章の
有無に関わらず、診断と通報は可能。

 その他、CWD、タイレリア症、ウェストナイル熱、ヨーネ病について
予備的な検討中
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（参考）現在のリスト疾病一覧
複数動物種の疾病

口蹄疫、リフトバレー熱、ブルータング、炭疽、ｵｰｴｽｷｰ病、心水症、Q熱、
狂犬病、ヨーネ病、新世界スクリューワーム、旧世界スクリューワーム、ト
リヒナ症、ブルセラ病(B. abortus)、ブルセラ病(B. melitensis)、ブルセラ病
(B.suis)、クリミア・コンゴ熱、ウェストナイル熱、結核、牛疫、野兎病、日
本脳炎、流行性脳炎(イバラキ病)、東部馬脳炎、スーラ病、単包条虫症、多
包条虫症(エキノコックス症)

牛の疾病
牛肺疫、ランピースキン、アナプラズマ病、バベシア病、牛カンピロバク
ター症、地方病性牛白血病、出血性敗血症、牛伝染性鼻気管炎、タイレリア
病、トリコモナス病、トリパノソーマ病、牛海綿状脳症、牛ウイルス性下痢、

山羊、羊の疾病
小反芻獣疫、羊痘、羊精巣上体炎（ブルセラ）、山羊関節炎・脳脊髄炎、伝
染性無乳病、山羊伝染性胸膜肺炎、流行性羊流産、ナイロビ羊病、サルモネ
ラ症、スクレイピー、マエディ・ビスナ
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豚の疾病
ASF（アフリカ豚熱）、CSF（豚熱）、豚有鉤条虫病、伝染性胃腸炎、豚繁
殖・呼吸障害症候群、ニパウイルス感染症

馬の疾病
アフリカ馬疫、伝染性子宮炎、媾疫、馬伝染性貧血、馬インフルエンザ、ピ
ロプラズマ病(馬)、鼻疽、馬ウイルス性動脈炎、ベネズエラ馬脳炎、流行性
脳炎(西部馬脳炎)、馬鼻肺炎（馬ヘルペスウイルス1型感染症）

ウサギの疾病
兎粘液腫、兎ウイルス性出血病

鳥の疾病
鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、
あひる肝炎、鶏チフス、伝染性ファブリキウス嚢病(ガンボロ病)、鶏マイコ
プラズマ症(M. gallisepticum)、クラミジア、ヒナ白痢、七面鳥鼻気管炎、鶏マ
イコプラズマ症(M. synae)、高病原性鳥インフルエンザ(野鳥)

ミツバチの疾病
アカリンダニ症、アメリカ腐蛆病、ヨーロッパ腐蛆病、バロア病、ミツバチ
トゲダニ症、ハチノスムクゲケシキスイ（スモール・ハイブ・ビートル）症

その他の疾病
リーシュマニア症、ラクダ痘



第15.2章

CSF

1

資料5-1



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→2021年５月に延期④2020.2 四次案提示
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 他の疾病章（ASFやPPR等）と整合をとるための構成の見直し
 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 等

三次案までの論点と我が国のスタンス

我が国からは、これらの改正に対しては特段の意見なし。

一方、食品残さ(swill)について、
①肉の加熱要件と食品残さの加熱要件が異なることについて照
会
②食品残さの定義が定められていないことから、食品残さを定
義し、含まれるもの／含まれないものを明確にするよう意見提
出。
（二次案へのコメント提出等）
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OIEの見解と四次案のポイント
 肉と食品残さの加熱要件が異なることについては、肉と食品残さは水
分や脂肪分の構成が大きく異なっており、食品残さに含まれる様々な
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。なお、
それぞれの加熱要件と同等の不活化効果のある処理を認める記載が追
加。

 “swill”の定義を明確にすることの必要性を認識し、現在進行中のASF
のコンパートメントのガイドラインの策定の作業の中で検討を開始。
（検討結果は、2020年９月のコード委員会で報告）

 四次案において、「適切なバイオセキュリティによって、飼養豚群が
野生豚群から隔離されていること」とのCSF清浄要件について、野生
豚から飼養豚への疾病の拡大リスクがある場合のみ求められる旨が明
確化。

我が国としては、以下の点ついて主張していくことが必要ではないか。
１）全体の方向性としては特段の問題なし
２）swillについては国により規制対象とするものが異なる可能性があること

から、定義を定める場合には、各国の情報を収集するとともに、
疾病の伝搬リスクを踏まえた内容となるよう十分検討を行うこと
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参考資料

・肉及び食品残さ中のCSFVの不活化要件
・四次案におけるCSF清浄国要件
・検討の経緯
・章の構成
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肉及び食品残さ中のCSFVの不活化要件
肉のCSFVの不活化要件

（15.2.18)
食品残さ中のCSFVの
不活化要件（15.2.17）

①肉全体が70℃に達する加熱
処理

②CSFVを不活化されること
が証明されている同等の熱処
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
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四次案におけるCSF清浄国要件（15.2.2）
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) 野生豚の間での疾病の拡大の可能性や、サーベイランス結果に基づき、必
要な場合（if relevant)は、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
化豚から隔離されている。
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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（食品残さ不活化要件）

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→三次修正案提示

2020年2月 コード委員会で検討→四次修正案提示

検討の経緯
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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 食品残さ・畜産物のウイルス不活化方法
第21～26条 サーベイランス



第7 . Z章
アニマルウェルフェア
と
採卵鶏生産システム

1

資料5-2



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

①2017.9 一次案提示

②2018.9 二次案提示

③2019.9 三次案提示

2020年５月総会で採択に付される予定→2021年５月に延期③2020.2 四次案提示

現状



これまでの論点と我が国のスタンス

3

 ２次案において、一部の勧告が､特定の生産システムにのみ
適用可能なものとなっていた（営巣の区域と止まり木の
設置を求めるなど）

 施設の設計等の指標の多くが「動物の行動」に焦点をあてて
おり､「健康に動物を飼うこと」が十分に考慮されていない
のではないか

【これまでの日本の主張】
• アニマルウェルフェア章の勧告の作成に当たっては､多様な
生産システムが､気候風土､文化､社会環境等を踏まえて
世界中で発展していることからも柔軟性が確保されるよう
注意深く検討することが必要である。

• 疾病の増加をもたらす可能性のある施設や設備要件を必須と
することは適切ではない。（二次案へのコメント、2019年５月
OIE総会での発言、三次案へのコメント）



４次案のポイント

4

３次案からの大きな修正はなし

個別の勧告事項を実施することよりも､「結果に基づく測定
指標（outcome-based measurables）」に焦点を当てることに
より、採卵鶏のアニマルウェルフェアの導入の程度が様々
である全ての加盟国が対応できる内容として整理。

例）止まり木（7.Z.13.）

止まり木へのアクセスが望ましい｡提供される場合は､適切な材料で
造られ､全ての採卵若雌鶏･採卵鶏に止まりを促すようにし､過度な
競争を防ぎ､損傷を最小限にし､止まっている鳥の安定を確保する｡
止まり木がない場合､他の構造が適切な代替物となる場合がある｡
提供される場合､止まり木や代替物は､早い週齢から利用可能とし､
清掃･維持管理を容易にし､糞便による汚染を最小限にする｡

結果に基づく測定指標：肢の問題､有害な羽つつき･共食い､疾病､
感染､外寄生及び代謝疾患､損傷率･深刻度､止まり､羽の状態､休息･
睡眠､空間分布）
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参考

・改正の例（第１～４次案対照表）
・検討の経緯
・章の構成
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砂浴び/ついばみ/営巣の区域､止まり木

一次案 砂浴び/ついばみ/営巣の区域､止まり木を設ける場合は
適切な材料でつくられ､過度な競争を防ぎ､被害･損傷を
生じないようにする。

二次案 「設ける場合は」を削除。

三次案 すべての生産システムに適用可能とするため､「砂浴び/
ついばみ/営巣の区域､止まり木へのアクセスは望ましい」
に修正。

四次案 （大きな修正はなく、結果に基づく測定指標を整理。）

 二次案に対し､日本から､敷料が適切に管理されない場合
は寄生虫や疾病の増加をもたらすこと､営巣の区域や
止まり木を設置した場合でも尻つつき等を増加させない
飼養管理手法をまずは確立すべきことから､設置を必須
とするのは適切ではないとコメントを提出。
また､二､三次案に対し､結果に基づく測定指標に「疾病､
感染及び寄生の発生」の追加を提案し反映された。
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2016年11月 アドホックグループが採卵鶏のコード原案を作成

2017年2月 コード委員会による検討、構成を他の章に合わせるよう
事務局とアドホックグループに修正を依頼

2017年9月 コード委員会による検討、一次案を提示

2018年1月 日本からコメント提出

2018年3月 アドホックグループによる検討

2018年9月 コード委員会による検討、二次案を提示

2019年1月 日本からコメント提出

2019年2月 コード委員会による検討

2019年4月 アドホックグループによる検討

2019年7月 日本からコメント提出

2019年9月 コード委員会による検討、三次案を提示

2019年12月 日本からコメント提出

2020年2月 コード委員会による検討、四次案を提示

2020年5月 採択予定だったOIE総会が延期→2021年５月の総会で採択予定

検討の経緯
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第1条 定義

第2条 適用範囲

第3条 ウェルフェアを評価するための結果に基づく基準･測定指標

第4条 勧告

第5条 施設の場所､設計､構造及び設備

第6条 採卵鶏と舎飼及び生産システムの調和

第7条 空間的ゆとり

第8条 栄養

第9条 床

第10条 砂浴びの区域

第11条 ついばみの区域

第12条 営巣の区域

第13条 止まり木

第14条 屋外区域

章の構成①
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第15条 温度環境
第16条 空気の性状
第17条 照明
第18条 騒音
第19条 有害な羽つつき･共食いの予防･管理
第20条 換羽
第21条 痛みを伴う処置
第22条 動物健康管理､予防的投薬及び獣医学的処理
第23条 バイオセキュリティプラン
第24条 個々の採卵鶏の安楽死
第25条 採卵鶏施設における間引き
第26条 緊急時計画
第27条 職員の能力
第28条 検査及び取扱い
第29条 捕食動物からの保護

章の構成②



第1 4 . 7章

小反芻獣疫

1

資料5-3



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

2

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

①2019.2 一次案提示

②2019.9 二次案提示

2020年５月総会で採択に付される予定→2021年５月に延期③2020.2 三次案提示
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二次案までのポイントと我が国のスタンス

 清浄国の要件として「ワクチン接種動物の輸入を禁止する」との規定が
ある一方、汚染国からの輸入条件には、輸出前のワクチン接種を求める
規定があり、ワクチン接種動物の輸入による清浄ステータスへの影響に
ついて整理が必要。

我が国は、ワクチン接種動物の輸入が輸入国へのPPRの侵入リスクを
増加させたり、輸入国内での疾病の早期摘発を妨げる可能性があるの
であれば、清浄国要件において、ワクチン接種動物の輸入のないこと
を明記すべき、との考え。
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OIEの見解と三次案のポイント

 アドホックグループは、ワクチン接種の動物が自国の動物にリスクを
もたらすという科学的証拠はないものの、ワクチン接種動物と感染動
物を区別するための手法がなく、また、全てのワクチン接種動物（羊
や山羊）を監視するためには、厳しいレベルのサーベイランスが要求
されることとなることから、PPR清浄国又は地域からのワクチン接種動
物（羊や山羊）の輸入禁止は維持されるべきとの見解。

 コード委は、アドホックグループの見解を支持し、ワクチン接種動物
を輸入していないことを清浄国の要件とすることを確認。
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その他の議論

 アドホックグループは、PPRウイルス含有物質（PPR virus containing 
materials/ PVCM)保有施設に関する情報の提出を、OIEによるPPR清浄ス
テータス認定の要件とすることを提案。

 提案に対し、事務局は、PPR含有物質保有施設リストを整備することは、
将来的にPPRが撲滅※された際には、ウイルスの隔離と廃棄を行ってい
く段階となった際には有益となるが、他の疾病においてもそのような
要件をステータス認定要件としていないこと等から、PVCM保有施設に
関する情報の収集方法については、コードの議論とは分離して行うべ
きと判断。

（※）OIEは、現在、2030年までのPPR撲滅に向けたキャンペーンを実施中
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参考

・検討の経緯
・章の構成
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検討の経緯
2018年9月 OIE本部は、公式清浄認定のある５疾病の疾病

章について、公式認定及び清浄ステータス回復
の要件に関する記載に不一致があるため、統一
する必要性があることをコード委員会に説明

2019年2月 コード委員会は、小反芻獣疫（PPR）の疾病章
をモデル章とし、一次案を提示

2019年9月 コード委員会は、一次案に対する加盟国のコメ
ントを踏まえ、二次案を提示

2019年12月 アドホックグループが開催され、ワクチン接種
動物の輸入による清浄ステータスへの影響に関
して検討

2020年2月 コード委員会は、二次案に対する加盟国のコメ
ントを踏まえ、三次案を提示



8

章の構成

第1条 総則

第2条 安全物品

第3条 PRR清浄国又は地域

第4条 PPR清浄コンパートメント

第5条 PPR非清浄国又は地域

第6条 PPR清浄国又は地域における封込め区域の設定

第7条 清浄ステータスの回復

第8条から第25条 輸入に関する勧告

第26条 ケーシングのウイルス不活化条件



9

第27、28条 サーベイランス序論

第29条 サーベイランス戦略

第30条 野生動物におけるサーベイランス

第31条 清浄性認定のためのサーベイランス

第32条 清浄性回復のためのサーベイランス

第33条 血清学的検査の用法と解釈

第34条 ＯＩＥ認定公式管理プログラム

章の構成



コード
委員会
今後の
活動計画

1
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2

検討中の主なトピック
コードの再構成

• 水生動物衛生規約委員会（水生委）と協調して「用語集」、「ユー
ザーズガイド」、「輸出入に係る手続き」等の調和作業（作業中）

• 生物基準委員会（ラボ委）と協調して、疾病に関する記載を改訂（作
業中）

• ‘Competent Authority’”Veterinary Authority”, ”Veterinary Serivices”の定義
（作業中）

• ‘ ‘animal product', 'product of animal origin', 'animal-by product’の定義
（予備検討段階）

• 'notify', 'notifiable disease', 'report'の用語見直し（予備検討段階）

• バイオセキュリティに関する新規章（予備検討段階）
→ASFのコンパートメントに関する作業が進行中。

Swill feedingに関する検討が必要。
• ゾーニングの適用に関する新規章（予備検討段階）

用語集

新規水平章の策定検討
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検討中の主なトピック
水平章の改正検討

• 消毒（第4.13章）の改正（予備検討段階）
• 出発及び到着時の措置（第5.4から5.7章）の改正（予備検討段階）
• 獣医療における抗菌性物質の適正使用（第6.10章）（専門家による検
討）

• アニマルウェルフェアと殺（第7.5章）、動物の殺処分（第7.6章）
（第7.5章：検討中、第7.6章：コメント聴取）

疾病固有章の改正検討

• FMD（第8.8章）（関連章（ゾーニング）の検討待ち）
• BSE（第11.4章）（アドホックグループによる検討中）

• スーラ病に関する新規章（第8.X章）
• アフリカ起源のトリパノソーマ病に関する新規章（第8.Y章）
• 媾疫の改正（第12.3）章

トリパノソーマ病に関する改正



〇 新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した犬猫等の感染事例が報告されているが、人におけるパンデミックはヒト-ヒト感染に
よるものであり、動物における感染が人における感染拡大を引き起こしているわけではない。

○ 国際機関や専門家等が連携し、ウイルスの起源や感染経路の特定や、知見の集積と共有等を実施。

○ 感染者や感染が疑われる人は、愛玩動物やその他の動物との濃厚接触を避けることが推奨。

新型コロナウイルスと動物の関わりについて（OIEのHP情報等に基づく）

１．動物における新型コロナウイルス感染症
・ 海外において、猫、犬、トラ、ライオン、ミンクにおいて、新型コロナウイルスの
感染者との濃厚接触が原因とみられる感染事例が報告されているほか、
オランダのミンク農場において、ミンクから従業員へ感染したと見られる事例が
報告されている。感染者や感染疑いの者は動物との濃厚接触を避けるべき。

・ 牛・豚のような代表的な家畜における感染事例は報告されていない。また、
感染実験では、家きん、豚は感受性を示さないことが示唆されている。

・ 動物衛生に関する国際基準に基づき、各国の動物衛生当局は、動物の感染
事例を速やかにOIEに報告することが求められており、OIEは、各国からの報
告をウェブサイトに掲載。

コロナウイルスについて

・ウイルスの表面に突起があり王冠に似ていることか
ら、ギリシャ語で王冠を意味する「コロナ」と名付けら
れた。

・コロナウイルスの中には、
動物と人の間で伝搬する
ものがあるが、多くのコロナ
ウイルスはそうではない。

・動物から人に感染するコロナウイルス感染症には、
中東呼吸器症候群（MERS)や重症急性呼吸器症候
群（SARS）が知られている。

（写真：新型コロナウイルス、
OIEウェブサイトより）

２．新型コロナウイルスの起源と感染経路
・ キクガシラコウモリ（馬蹄コウモリ）が保有するウイルスと近縁であることが判明しているが、感染源や感染経路等を特定するた
めには更なる調査が必要。

・ 新型コロナウイルス感染症は人から人への伝播が主であり、動物が感染の拡大に疫学的役割を担っているとの証拠はない。

３．国際社会の動き
・ ワンヘルスアプローチに基づき、国際獣疫事務局（OIE）、世界保健機関（WHO）、国連食糧農業機関（FAO）、
専門家等が密に連携して、最新の情報の収集や共有を行い、感染源や感染経路の特定等において協力。

・ OIEは、専門家を招集し、動物における新型コロナウイルス感染に関する科学的知見の収集や分析、科学的助言を行うほか、
Q&Aやファクトシート、ガイダンスの作成等を行っている。
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（ご参考１）国際獣疫事務局の新型コロナウイルス感染症に関するQ&A
（https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/）

COVID-19に関するQ&A

Q.1 COVID-19の原因は？

Q.2 動物はヒトにおけるCOVID-19の原因となるのか？

Q.3 動物はCOVID-19に感染するのか？

Q.4 コンパニオンアニマルまたは他の動物がCOVID-19に

感染または感染が疑われるヒトと接触した場合、どのよ

うな予防的措置をとるべきか？

Q.5 コンパニオンアニマルに関して、国の獣医組織は何が

できるのか？

Q.6 生きた動物または畜産物に対する注意事項はあるの

か？

Q.7 生きた動物または畜産物の国際的な移動に関する勧

告はあるか？

Q.8 獣医当局の国際的な責務は何か？

Q.9 OIEは何をしているのか？ ほか

農林水産省のHPに仮訳を掲載



（ご参考２）農林水産省のHP
（https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/covid-19/summary.html）

・厚生労働省

・環境省

・OIE

・海外政府・団体の情報

・日本獣医師会 などの関連情報を掲載



2019年12月20日，協定の署名（於：パリ）

（左：（日本）阿部康次フランス駐在臨時代理大使）
（右：（ＯＩＥ）モニーク・エロワ事務局長）

協定の主な内容

 国際獣疫事務局（ＯＩＥ）は，世界の動物衛生の向上を主導する国際機関（１９２４年設立，本部はフランス・パリ）。

 ＯＩＥ初の地域代表事務所として，１９９２年，アジア太平洋地域代表事務所が日本（東京）に開設。同事務所は地域の動物衛生に関する
活動の中核的な役割を果たしている。

 ＯＩＥからの同事務所への特権及び免除等の付与に関する要請を踏まえ，ＯＩＥと外務省との間で条文交渉が行われた結果，
２０１９年１２月２０日，パリにて本協定に署名。

 ２０２０年６月１２日，参議院本会議において全会一致で承認。今後，所定の手続を経て発効される予定。

日本国政府

【主な関連規定】

 法人格の付与

 文書の不可侵

 施設の不可侵

 訴訟手続の免除

 直接税及び関税の免除

 職員への出入国制限等の免除 等

任務遂行に必要な範囲で特権及び免除等を付与

ＯＩＥアジア太平洋
地域代表事務所

（於：東京）

Regional Representation 
for Asia and the Pacific

国際獣疫事務局（OIE)アジア太平洋地域代表事務所に関する特権・免除協定

本部所在地（青）と
ＯＩＥアジア太平洋地域代表事務所の活動地域（緑）

我が国が他の国際機関に
付与している特権・免除の

内容と同等

事務所の活動地域：３２の国及び地域

令和２年６月，農林水産省

 国際社会が一致団結して国際的な動物衛生に関する課題に取り組んでいくためには，ＯＩＥとの
協力が不可欠。特に，世界の主要な家畜生産地域の一つであるアジア太平洋地域における動
物衛生の向上は，食料安定供給及び輸出入環境整備の観点から極めて重要であり，我が国へ
の疾病侵入リスクの低減にも寄与。

 事務所への特権・免除の付与により，OIEアジア太平洋地域代表事務所が、日本国内に所在す
る国際機関として、独立性と中立性をもって、円滑に活動を行うことができる環境を整備。

 我が国は事務所の設置国として，引き続き，アジア太平洋地域における動物衛生の向上におい
て主導的な役割を果たしていく。

協定締結の意義
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