
第11.4章 牛海綿状脳症(BSE)

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

①2019.9 一次案提示

②2020.9 二次案提示
③2021.2 三次案提示

加盟国からのコメント

④2021.9 四次案提示

2022年５月総会で採択に付される予定
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（はじめに）牛海綿状脳症(BSE)について

定型ＢＳＥ 非定型ＢＳＥ

定義 BSEプリオンが主に脳に蓄積し、脳の
組織がスポンジ状になり、異常行動、
運動失調などを示し死亡すると考えら
れている疾病。

ウェスタンブロット法の結果（電
気泳動像）が定型ＢＳＥとは異な
るパターンを示すＢＳＥ

原因 BSEプリオンで汚染された飼料の経口
摂取

不明
（孤発性の発生であることが示唆
されている）

潜伏期間・
摘発時年齢

平均潜伏期間は5~5.5年
（潜伏期間はBSEの暴露量による）

ほとんどは8歳齢超で確認

【定型BSEの感染経路】

BSE感染牛を原料とした
肉骨粉を牛に給与

BSEの拡大

✓BSE感染牛では、BSEプリオンが牛の脳・脊髄・回腸の一部などに蓄積

12



（はじめに）日本のBSEステータスの認定

・ ＯＩＥは、申請に基づき、加盟国のＢＳＥ発生リスクを科学的に３段階（「無視できる

BSEリスク」、「管理されたBSEリスク」及び「不明のBSEリスク」）に分類

・ 日本は、2013年5月、BSEの安全性格付け（BSEステータス）の最上位である

「無視できるBSEリスク」に認定

不明のBSEリスク 管理されたBSEリスク 無視できるBSEリスク

2013年5月2009年5月

無視できるBSEリスク
取得国・地域

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボリビア、ブラジ
ル、ブルガリア、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、キプ
ロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、ハン
ガリー、アイスランド、インド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、
韓国、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ
共和国、メキシコ、ナミビア、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、
パナマ、パラグアイ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビ
ア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイ
ス、オランダ、米国、ウルグアイ、英国（北アイルランド及びジャージー島）、
中国（香港及びマカオを除く）

管理されたBSEリスク
取得国・地域

台湾、エクアドル、フランス、ギリシャ、英国（イングランド、ウェールズ及
びスコットランド）

参考：世界のリスクステータス取得状況

日本のリスクステータス取得状況
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（はじめに）世界のBSE発生状況

発生のピークは1992年。ＢＳＥ対策の進展により、発生頭数は大きく減少

※１ うち１頭は米国で確認されたもの。
※２ カナダの累計数は、輸入牛による発生を１頭、米国での最初の確認事例（2003年12月）１頭を含んでいる。

37,316
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これまでの論点と我が国のスタンス①

リスクベースのＢＳＥリスクステータス分類と疾病発生が終末期にある

ことを踏まえ、ステータス要件やポイント制のサーベイランス等を見直し

⚫ 飼料規制は行われていないが、放牧中心の生産形態で、そもそも反すう
類由来の動物性たん白が反すう類に給与されることのない国についても、
ステータス取得が可能に。

⚫ サーベイランス方法について、ステータスにより獲得すべきサーベイラン
スポイントを定めた現行のポイント制を廃止し、パッシブサーベイランス
の結果でステータス取得が可能に。

⚫ 現行では11歳未満の牛で発生があると無視できるリスクステータスを失
うが、改正案では８年とされ、さらに８年以内に発生があっても、適切な
調査により、BSE病原体の循環が否定されればステータス維持が可能に。

⚫ ＢＳＥ章の定義に非定型ＢＳＥが追加。非定型ＢＳＥの発生によるリスク
ステータスへの影響はないが、非定型ＢＳＥを含めた全ての症例が飼料
チェーンに入らないよう廃棄処分することが無視できるリスクステータス
の要件に。

いずれも科学的に妥当な見直しだが、実効性を担保することができる
獣医体制を備えていることが必要 15



これまでの論点と我が国のスタンス②

ステータスに関わらず、ＢＳＥ病原体が牛群で循環しているリスクに

応じたリスク管理措置が必要との考えを適用

⚫ 「無視できる」「管理された」のいずれのステータスでも、有効な飼料規制が確
立した時期以降に生まれた牛と、それ以前に生まれた牛ではリスクが異なるため、
ステータスに関わらず、当該牛が生まれた時期に応じて異なる要件（リスク管理
措置）を求める。

科学的には妥当。輸入検疫に当たっては、個体識別と、輸入元における「BSE
病原体が牛群内で再循環しているリスクが無視できる期間」が重要となること
から、それらの情報が確実に共有されるべき。

例）無視できるリスクの国、管理されたリスクの国のいずれについても、

・ 輸出用の牛が「ＢＳＥ病原体が牛群内で再循環しているリスクが無視できると立証できる
期間に当該国で生まれていること」、又は「反すう動物由来のたん白ミールを給与されて
いないこと」のいずれかの要件を満たすこと

・ 生鮮肉及び肉製品が「BSE病原体が牛群内で再循環しているリスクが無視できると立証で
きる期間に当該国で生まれている牛に由来すること」又は「圧縮ガスによるス
タニングやピッシング等の血液が神経組織に汚染される可能性のある処置を受けて
いない牛に由来し、危険部位及び30か月齢超の牛の頭蓋・脊柱からの機械的回収肉を含ま
ないこと」

・ BSE病原体が牛群内で再循環しているリスクが無視できると立証できる期間に生まれた牛
に由来するもの以外は危険部位の貿易不可。
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これまでの論点と我が国のスタンス③

前回案（三次案）では二次案からの明確化が中心であり、大きな修正なし

取得済みの無視できるリスクステータスを維持する上でどのようなレベルの

サーベイランスが適切とみなされるか依然として不明確。

(コメントに対するコード委の見解）

サーベイランスで検査されるべき牛についてはコード内で明記することとした。

また、サーベイランスが適切に行われているかどうかの評価は、検査対象とす

べき臨床徴候の関係者への周知が行われていることや、報告・検査手順が明確

に定められていることを確認することなどにより行うこととして、コード内に

規定した。

また、評価のための質問票にも規定し、必要な資料を求めることとした。
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これまでの論点と我が国のスタンス④

前回案（三次案）では二次案からの明確化が中心であり、大きな修正なし

改正案におけるBSEリスクの決定のための一般的な基準が、現行の章に規定さ

れるリスク評価に基づいて既に付与されている無視できるリスクステータスの

維持にどのような影響を及ぼすかについて懸念。

改正案を固める前に、リスクステータスの移行プロセス及び基準に関して明確

な説明を提供することを要請。

(コメントに対するコード委の見解）

現在のステータス認定への影響については、科学委で議論。

(コメントに対する科学委の見解）

OIE事務局に今後BSEサーベイランスのガイドラインを策定するよう勧告。

改正案によりステータス維持のための追加情報が必要となる国に対して、

2021年のステータス年次更新報告の段階から追加情報を求めていく。
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四次案（今回案）のポイント

前回案からの明確化が中心であり、大きな修正なし

⚫ 「BSE病原体が牛群で再循環しているリスクが無視できる期間(period)」とい

う表現について、明確化のため、「period」を「date」に修正し、「BSE病原

体が牛群で再循環しているリスクが無視できる日付(date)」以前と以後で書き

分ける形に修正。

⚫ 既に公式ステータスをもつ加盟国について「date」をどう定義するかについて

は科学委で検討

（→ 科学委では、無視できるリスクステータスの場合、OIEが総会で公式認定

を決議した年から少なくとも8年前を’starting year’とすることを勧告。それよ

り以前を’starting date’としたい場合の基準(criteria)については、今後アドホッ

クグループで検討し、2022年2月の科学委で検討予定。）

⚫ 疫学調査により「 BSE病原体の循環が否定されていること」に加えて、
「感染源が特定され、低減措置がとられていること」を、無視できるステー
タス回復時の条件に追加。
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四次案（今回案）のポイント

⚫ ステータスの維持に必要なサーベイランスのレベルについては、科学委が以下

の項目を年次更新に必要な報告事項として提示。また、科学委はサーベイラン

スガイドラインの策定を勧告。コード改正案の採択に向けたスケジュールに合

わせて、今後アドホックグループを開催し検討することが提案されている。

改正案は科学的には妥当。ただし、 ’starting date’の基準やサーベイランスガイ

ドラインなど今後議論される点については、その内容について加盟国が検証し、

コメントする機会を与えられるようにすべき。

（必要な報告事項：サーベイランスについて）

・過去12か月間にBSEの臨床徴候を示した全ての動物が報告され検査されていること。

- 24か月超の牛の数

- 以下の牛それぞれの報告数及びBSE検査された頭数（第18条の２参照））

a) BSEを示唆する進行性の神経症状を示し治療に反応しない牛

b) 神経症状を示しと畜場/食肉処理場においてと畜前検査不合格となった牛

c) 妥当な病歴を有するダウナー牛（歩行不能牛）

d) 妥当な病歴を有し、死亡して発見された牛（死亡牛）
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参考

・改正案のポイント（まとめ）

・検討の経緯

・章の構成
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改正案のポイント（まとめ）

ステータスに関わらず、BSE病原体の牛群での循環リスクに応じたリスク
管理措置を求める

１．BSEの定義

非定型BSEの追加。非定型BSEの発生はリスクステータスには影響しないが、

飼料チェーンに入らないよう廃棄処分が必要。

２．症例発生と無視できるステータス回復

８歳未満の牛で発生があると無視できるリスクステータスは停止。感染源の

特定及び低減措置がとられ、BSE病原体の牛群での循環のリスクが引き続き無

視できる程度であればステータス回復可能。

３．サーベイランス方法

ポイント制サーベイランスは廃止。BSEの兆候を有する全ての牛を通報する

ことによるパッシブサーベイランスに切替。

４．貿易禁止品
全月齢について扁桃を除外。
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検討の経緯

2018年2月 コード委及び科学委は、本章に関し、特に公式ステータ

ス及びサーベイランスについて大幅な改正が必要である

ことに同意

2018年7月から2019年3月の間に、4回アドホックグループが開催

2019年9月 アドホックグループのレポート及び科学委の意見を基に

一次修正案を提示

2019年12月 日本からコメント提出（ステータス認定要件）

2020年2月 コード委は、加盟国からのコメントを踏まえ、合同アド

ホックグループを再度開催

2020年6月 BSEリスクアセスメント及びサーベイランスに関するア

ドホックグループが開催

2020年9月 二次修正案を提示

2020年12月 日本からコメント提出（移行期間とサーベイランス評価

基準）

2021年2月 三次修正案を提示 23



検討の経緯

2021年6～7月 BSE基準の見直し及び公式ステータス認定に対する見直

しの影響に関するアドホックグループが開催

→2021年9月の科学委で検討

2021年7月 日本からコメント提出（リスクステータスの移行プロセ

スと基準）

2021年9月 四次修正案を提示

2022年5月 OIE総会で採択予定
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章の構成

第1条 総則

第1bis条 安全物品

第2条 国・地域・コンパートメントのBSEリスクを決定する

ための一般基準

第3条 無視できるBSEリスク

第3bis条 無視できるBSEリスクステータスの回復

第4条 管理されたBSEリスク

第4bis条 無視できる又は管理されたBSEリスクステータスのコ

ンパートメント

第5条 不明なBSEリスク

第6７条～第8条 生体牛の輸入に関する勧告

第910条～第11条 生鮮肉及び肉製品の輸入に関する勧告
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章の構成

第12条～第16条 その他の物品（動物性加工たん白など）の輸入に関する

勧告

第17条 BSE感染性の低減法

第18条 サーベイランス
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