
令和３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３年６月 24日(木) 

14 時 00分～ 

場所：ウェブ会議（公開） 

１. 開会挨拶

２. 第 88回 OIE総会に関する報告

３. 2021 年２月の OIE コード委員会で提示されたコード改正案

等に係る意見交換 

① BSE（第 11.4章、第 1.8章）

② コード委員会における今後の活動計画

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

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

界や消費者等の関係者に影響を及ぼすことから、OIE コードの作成又は改

正について我が国の対応方針を決める前に、行政を含めた関係者間で情報

や意見を交換することが重要である。また、国際基準に反映されやすい対

応方針とするためには、OIE 基準を理解しているメンバーが継続的に参加

して意見交換を行うことも重要である。

（３）このため、産業界（獣医・畜産関係の生産者団体等）及び学界における

技術者又は学識経験者、アニマルウェルフェア関係者及び消費者並びに

行政機関の間で情報提供と継続的な意見交換を行う場として「国際獣疫

事務局（OIE）連絡協議会」（以下「OIE 連絡協議会」とする。）を開催す

る。

２． 通常のメンバー

動物衛生、アニマルウェルフェア又は畜産物安全（特に微生物学的安全）

の分野を対象に作成される OIE コードについて、技術的な知見や関連意見を

積極的に述べることができる有識者を以下の通りメンバーとして選定する

(任期２年、再任可能)。
●食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会委員等の学識経験者(３名)

●生産者関係団体及び畜産物の製造・流通関連団体からの推薦者(５名)

●消費者関係団体及びアニマルウェルフェア関係団体からの推薦者(３名)

●農林水産省その他議題に関連する省庁の担当者
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３．議題に応じて参集するメンバー

議題に応じて必要があれば専門的立場から積極的に発言ができる以下の

有識者を臨時メンバーとして選定する(最大 9 名)。
●議題に関連する事業団体等からの推薦者等

（特に希望者がいる場合には選定に当たり考慮する。）

４．開催方法

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

を基本に、必要に応じて追加開催することとし、OIE 陸生コード改正案に

ついての意見交換、OIE 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。

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

ただし、公開することにより、公正かつ中立な協議会の運営に著しい支障

を及ぼすおそれがある場合、または特定の個人もしくは団体に不当な利益

もしくは不利益をもたらすおそれのある場合には、事務局の判断で非公開

とすることができる。

● OIE 連絡協議会の資料及び議事概要については、公開とする。ただし、特

定の個人もしくは団体に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれのあ

る部分は、この限りでない。なお、議事概要については、発言者を特定し

ない形で公開する。

●傍聴者の募集は別途プレスリリースにより行う。傍聴者には発言権を認め

ない。

５．事務局

農林水産省消費・安全局動物衛生課
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開催概要

１．日程：令和３年５月24日（月）～28日（金）

２．場所：オンライン

３．参加者
165のOIE加盟国・地域及び関係機関等から約400名が参加

４．主な議題
（１）アジア・極東・太平洋地域委員会
（２）開会式
（３）技術課題：獣医組織のワンヘルスレジリエンスとOIE
（４）陸生規約委員会（コード委員会）の活動報告
（５）科学委員会の活動報告
（６）水生委員会の活動報告
（７）生物基準委員会（ラボラトリー委員会）の活動報告
（８）第７次戦略計画
（９）選挙

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）

事務局長 Dr. Monique Eloit(フランス)

議長 Dr. Mark Schipp(豪州) 2



（１）アジア・極東・太平洋地域委員会

○以下の議題について議論及び報告が行われた。

①第32回アジア・極東・太平洋地域総会の開催
ホスト国のタイより、本年9月の地域総会をオンライン開催する旨の案内があった。

②地域の共同意見
専門委員会のレポートに対し、地域として発言するコメント案及び発言国を議論。

③選挙への対応
28日に行われる理事会メンバー選挙、地域委員会事務局メンバー選挙、専門委
員会選挙に向け、地域としての推薦者のとりまとめを行った。
その結果、アジア・極東・太平洋地域委員会副議長に沖田国際衛生対策室長が
推薦されることが決まった。
専門委員会選挙については、日本人候補者２名（村井氏（コード委員会）・川治氏
（ラボラトリー委員会））をそれぞれ地域として支持することが決定した。
また、理事会メンバー、事務局メンバーとともに地域委員会活動の中心を担う地
域コアグループメンバーに、イラン、ニューカレドニア、インドネシア、インドのデリ
ゲートが立候補し、委員会により承認された。
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（２）開会式

○ 冒頭、各国の首相や大臣から今次総会の開催に対して祝辞が述べられた。
- バルバドス首相（AMRグローバルリーダーズグループ共同議長）
- 南アフリカ農業・土地改革・農村開発大臣
- アンゴラ農業大臣
- UAE気候変動・環境大臣
- インドネシア農業大臣
- フランス外務大臣
続いてOIE総会議長、 OIE事務局長、UNEP事務局長より開会の挨拶が述べられた。

バルバドス 南アフリカ アンゴラ

UAE フランスインドネシア 4



（３）技術課題：獣医組織のワンヘルスレジリエンスとOIE

○OIE野生動物ワーキンググループ議長William Kareshより、COVID-19パンデミックに

よって明らかとなった獣医サービスのワンヘルスレジリエンスに対する脆弱性とその対策に

ついて提案が行われ、決議として採択された。

◆獣医サービスのワンヘルスレジリエンスに対する脆弱性

- 野生動物衛生管理能力の欠如

- 野生動物分野における報告体制の不備と診断体制の脆弱性

◆考えられる対策（決議として採択）

- セクター横断的な活動の強化

- サーベイランスの強化、OIEへの通報や情報共有等を通じた

野生動物における病原体の疫学や影響の解明

- 野生動物衛生のワンヘルス戦略への統合

- 各国の危機管理能力の向上

○また、英国から、５月４日にG7CVO（首席獣医官）会合を開催し、

野生動物と獣医組織をテーマとした議論が行われたことについて報告があった。
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（４）コード委員会の活動報告

○採択に付された17のコード新規・改正案は、以下のとおり。

ユーザーガイド 用語解説

疾病通報・疫学情報の提供（第1.1章）

OIEリストに掲載されている疾病（第1.3章）

アニマルヘルスサーベイランス（第1.4章）

自己清浄化宣言（第1.6章）

獣医サービスの質、評価等（第3.1章、第3.2章、第3.X章）

獣医法の制定（第3.4章）

リスト疾病と緊急疾病の公式管理プログラム（第4.Y章・新規）

ゾーニングとコンパートメンタリゼーション（第4.4章）

アニマルウェルフェアと採卵鶏の生産システム（第7.Z章・新規）※

アフリカ原産のトリパノソーマ病（第8.Y章・新規）

ハチノスムクゲケシキスイ(Aethina tumida：蜂の巣の寄生虫) （第9.4章）

鳥インフルエンザ（第10.4章）

鶏マイコプラズマ病(Mycoplasma gallisepticum) （第10.5章）

小反芻獣疫（第14.7章）

豚熱（第15.2章）

※以外の16の案は
本総会で採択された。
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（４）コード委員会の活動報告

◆第7.Z章 採卵鶏生産システムのアニマルウェルフェア

多様な飼養形態を認める内容の案が提示されたが、
・止まり木の設置等を必須とすべき
・止まり木の設置等について「望ましい」でも厳しすぎる�

とのそれぞれの立場から、提示された案の採択に反対する意見が出され、
全会一致に至らなかったことから、最終日に正式な投票が行われることとなった。

投票の結果、採択の要件である出席者の３分の２以上の賛成が
得られなかったため、コード案は採択されなかった。

本コード案の検討を今後どのように進めるかについて、
事務局からの特段の説明はなかった。
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（５）科学委員会の活動報告

○清浄性ステータスについて、新たな認定国（地域）が勧告された。

１．口蹄疫
-ワクチン非接種清浄国 ：新規認定なし
-ワクチン非接種清浄地域：ブラジル

・State of Paraná

・State of Rio Grande do Sul

・One zone including the States of Acre 

and Rondônia and 14 municipalities in the State of Amazonas

and five municipalitie in the State of Mato Grosso

-ワクチン接種清浄地域 ：コロンビア
・ Former high surveillance zone merged with Zone II (Eastern Border)

ロシア
・Zone-South including Southern and North Caucasian Federal Districts

・Zone-Sakhalin consisting of the Island of Sakhalin and the Kurile Islands

２．牛肺疫
-清浄国：パラグアイ、イタリア

３．豚熱
-清浄国：新規認定なし
-清浄地域：コロンビア（central-eastern zone）

ブラジル（State of Paraná）

口蹄疫

牛肺疫 豚熱
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（５）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 ：カナダ、アイルランド
-管理できるリスクの国 ：新規認定なし

５．小反芻獣疫
-清浄国：北マケドニア共和国

６．アフリカ馬疫
-清浄国：新規認定なし

BSE

小反芻獣疫
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（６）水生委員会の活動報告

○採択に付されたコード及びマニュアルの新規・改正案は以下のとおり。

コ
ー
ド

用語解説（第3.1章）

養殖におけるバイオセキュリティ（第4.X章・新規）

甲殻類のOIEリスト疾病（第1.3章）

消毒された水生動物の卵の輸入（第10.X章）

コイ春ウイルス血症（第10.9章）

ウイルス性出血性敗血症（第10.10章）

ボナミア・オストレア感染症（第11.3章）

マ
ニ
ュ
ア
ル

ギロダクチルス症（第2.3章）

サケ科魚類のアルファウイルス感染症（第2.3章）

魚病の一般情報（第2.3章）

ボナミア・オストレア感染症（第2.2章）

イモリツボカビ（第2.1章・新規）

コイ春ウイルス血症（第2.3章）

伝染性造血器壊死症（第2.3章）

ウイルス性出血性敗血症（第2.3章） 案のとおり採択された。
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（６）水生委員会の活動報告

〇OIE水生動物衛生戦略2021-2025の策定
養殖生産の重要度が高まってきたことを受け、世界中の水生動物の健康と福祉を改善し、
持続可能な経済成長、貧困緩和、食料安全保障に貢献するとともに、それによって
持続可能な開発目標（SDGｓ）の達成を支援するため、本戦略が策定された。

優先的に行う行動目標として、以下の４つが挙げられた。
①コード・マニュアルを含む国際基準の制定
②国際基準の適用や小規模養殖への支援を含む能力開発
③緊急時の対応・早期発見システム・AMRガイドラインの提供を含むレジリエンスの確立
④動物福祉・科学ネットワークに対するリーダーシップの構築
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（７）ラボラトリー委員会の活動報告

○以下の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が新たに承認された。
日本からは、JRA競走馬総合研究所（栃木県）が馬インフルエンザのリファレンスラボラトリー
として新たに指定された。

疾 病 名 施 設 名 所 在 地

１ 鳥インフルエンザ

Reference Laboratory for Veterinary Quality Control on Poultry 

Production, Animal Health Research Institute, Agriculture research 

Centre

エジプト

２
ブルセラ病

(B.abortus, B. melitensis)

Department of Brucellosis Research, Animal Health Research Institute,

Agricultural Research Center
エジプト

３ 馬伝染性子宮炎
ANSES, Laboratory for Animal Health, Normandy site, Physiopathology 

and Epidemiology of Equine Diseases (PhEED) Unit
フランス

４ 牛ウイルス性下痢粘膜病

National Reference Laboratory for Bovine viral diarrhea/Mucosal

Disease, Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Research Institute for

Animal Health, Institute of Diagnostic Virology

ドイツ

５ 馬インフルエンザ Equine Research Institute, Japan Racing Association 日本

６ アフリカ豚熱

National Surveillance and Research Center for Exotic Animal Diseases

(National Reference Laboratory for African Swine Fever), China Animal

Health and Epidemiology Center

中国

項 目 名 施 設 名 所 在 地

１
Economics of 

Animal Health

University of Liverpool, Centre of Excellence for Sustainable Food 

Systems, Global Burden of Animal Diseases Programme, Institute of 

Infection, Veterinary and Ecological Sciences

英国

２ １と同じ Norwegian Veterinary Institute ノルウェー
３ １と同じ Utrecht University, Department of Population Health Services オランダ

４

Good Beekeeping 

Management Practices 

and Biosecurity Measures

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana “M. 

Aleandri”
イタリア

◆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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（８）第７次戦略計画

○事務局長Dr.Monique Eloitより、2021-2025年の７次戦略計画について説明及び
戦略計画に基づく活動計画が示され、採択された。

◆第７次戦略計画では、OIEのビジョンステートメントや、以下の５つの戦略目標が
定められている。
①科学的専門性
②デジタルトランスフォーメーションを実行するためのデータガバナンス
③加盟国のニーズに対するハイレベルな支援
④世界的課題に対処するためのパートナーとの連携の強化
⑤ツールやプロセスの近代化を通じた機動性と効率性の確保
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（９）選挙

○各国代表により、以下の選挙が行われた。

１．事務局長
2025年までの任期となる次期事務局長選挙が行われた。
候補者は現職のモニーク・エロワ氏（フランス）と、
オデイ・シハブ・アメッド・アルアバジ氏（イラク）であり、
現職のモニーク・エロワ事務局長が再選された。

２．理事会
【議長】 Dr.Hugo Idoyaga Benitez （パラグアイ）
【副議長】 Dr.Christianne Bruschke （オランダ）
◆アジア・極東・太平洋地域委員会からの理事会メンバー

- Dr.Him Hoo Yap （シンガポール・現職・再選）
- Dr.Mark Schipp （豪州・前議長のため投票なしで選出）

３．アジア・極東・太平洋地域委員会事務局メンバー
副議長に、日本代表の沖田国際衛生対策室長が選出された。
【議長】 Dr.Baoxu Huang （中国）
【副議長】 Dr.Masatsugu Okita （日本）、Dr.Tony Zohrab （NZ）
【事務局長】 Dr.Ye Tun Win （ミャンマー）
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（９）選挙

４．専門委員会
４つの専門委員会委員が投票により選出された。（任期３年）

我が国からは、コード委員会メンバーに村井清和氏（農林水産省動物衛生課課長補佐）、
ラボラトリー委員会メンバーに川治聡子氏（農研機構・動物衛生研究部門）が選出された。

◆各委員会の議長は以下のとおり。
【コード委員会】 Dr.Etienne Bonbon （フランス・現職）
【科学委員会】 Dr.Cristobal Zepeda （米国・現職）
【水生動物委員会】 Dr.Ingo Ernst （豪州・現職）
【ラボラトリー委員会】 Dr.Emmanuel Couacy-Hymann （コートジボワール・現職）
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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/attach/pdf/oie-65.pdf
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