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議事次第 

 

 

日時：令和３年 12月 10日(金)  

14 時 00分～ 

場所：ウェブ会議（公開） 

 

 

１. 開会挨拶 

２. 動物衛生の動向に関する情報共有 

３. OIEに関する一般的な説明 

４. 2021 年９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）2022年 5月の総会で採択予定 

   BSE（第 11.4章、第 1.8章） 

（２）コメント聴取のみ 

   口蹄疫（第 8.8章） 

（３）コード委員会の今後の活動計画 

５.  自由討論 
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（１）飯塚 修     （公社）日本動物福祉協会 理事 
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（７）境 政人 （公社）日本獣医師会副会長 兼 専務理事 
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（９）筒井 俊之 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

動物衛生研究部門 所長 

（10）中島 一敏 大東文化大学 スポーツ・健康科学部  

健康科学科 教授 
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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 
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国際獣疫事務局（OIE）及び

OIEの基準について

2021年12月10日

消費・安全局

資料１
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国際獣疫事務局（OIE）について

• 1924年、世界の動物衛生の向上を目的にフランス（パリ）に

発足。我が国は１９３０年に加盟。現在、１８２の国及び地域が

加盟。

• 主な任務は、

－ 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

• WTO/SPS協定（※）において、動物衛生の

国際基準策定機関として位置づけられている。

※ WTO/SPS協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）
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。 2



国際獣疫事務局（OIE）について

※水色：基準策定に関与

準地域代表事務所(8)

総会

理事会

182カ国・地域

地域委員会

アフリカ地域､米州地域､
アジア・極東・太平洋地域､

欧州地域、中東地域

最高意思決定機関

アジア・極東・太平洋地域委員会の
日本は副議長

レファレンスラボラトリー
疾病毎の専門家

コラボレーティングセンター
課題毎の専門機関

（指定診断助言機関）

アジア太平洋地域の
準地域代表事務所は

タイ（バンコク）に所在

地域代表事務所

アフリカ地域､米州地域､
アジア・太平洋地域､
欧州地域、中東地域

アジア太平洋地域代表事務所は
日本（東京）に所在
（代表は日本人）

OIEの組織構造

専門委員会
コード委､水生動物委､
ラボラトリー委､科学委

コード委、ラボ委に
日本人の専門家が各１名

事務局
（事務局長）
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OIEが策定する国際基準

陸生動物衛生の国際基準（「OIEコード」）及び水生動物

衛生の国際基準を策定

（参考）

国際基準のほか、陸生動物及び水生動物疾病の診断方法、ワク

チンなどの生物学的製剤の生産・管理要件を規定（マニュアル）

（写真：OIEが策定する基準等に関する冊子。左から、OIEコード、水生動物衛生基準、陸生動物疾病のマニュアル、水生動物疾病のマニュアル）
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OIEコードについて

• OIEコードは、陸生動物衛生、動物福祉、獣医公衆衛生の向上

を目的として作成された基準。

• 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

措置等をとる際の参照事項。

• WTO・SPS協定において、加盟国が貿易に関する動物衛生上

の措置を講じる場合、OIEコードを基礎とする必要。

• OIEコードより厳しい貿易に関する動物衛生上の措置を講じる

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。
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OIEコードについて

第１巻：一般規定 第2巻：個別疾病

第１部 疾病診断､サーベイランス及び通報 第８部 複数の動物種の疾病

第２部 リスク分析 第９部 ミツバチの疾病

第３部 獣医サービスの質 第10部 鳥類の疾病

第４部 一般勧告：疾病の予防及び管理 第11部 牛の疾病

第５部 貿易措置､輸出入手続及び獣医証明 第12部 馬の疾病

第６部 獣医公衆衛生 第13部 兎の疾病

第７部 アニマルウェルフェア 第14部 綿羊と山羊の疾病

第15部 豚の疾病

（全149章）
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OIEコードの制定・改廃の手続き

２月

総会

９月

【策定過程（１年間の動き）】

加盟国代表による
承認を踏まえ策定

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

策定

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（2月、９月）

（加盟国の意見を検討）

加盟国 コード委員会

ＯＩＥ総会にて採決（5月）

意見（12月、６月）

加盟国の支持が見込まれる案

コード委員会（９月、２月）から案の提示

国際基準へ

次回は2022年５月
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農林水産省ウェブサイト（OIE関連情報）

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

OIE連絡協議会の概要及び

配布資料は、農林水産省
ウェブサイトに公表

9
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第11.4章 牛海綿状脳症(BSE)

資料２

10



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。

16



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。

18



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。

19



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）

20



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
25



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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第8.8章 口蹄疫

資料３
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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

①2015.9 一次案提示

②2017.2 二次案提示
③2020.9 三次案提示
④2021.9 四次案提示

加盟国からのコメント
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（はじめに）口蹄疫について

感受性動物 偶蹄類の動物（牛、豚、山羊、めん羊、シカなど）

感受性： 牛 ＞ 豚 ウイルス排泄量： 豚は牛の100～2,000倍

アフリカ水牛は不顕性感染し、長期間ウイルスを排泄するキャリアとなる

症状 【牛】高熱（40～41℃）、食欲・体力減退、著しい流涎、口唇粘膜の炎

症、水疱（口腔、舌、鼻、蹄、乳房、乳頭）

水疱形成による疼痛などにより跛行、起立不能、泌乳の減少ないし停止

感染動物が死亡することはまれだが、幼弱動物では突然死することがある。

【豚】症状が比較的軽く、水疱も小さい

【めん山羊】症状が不明瞭

原因 口蹄疫ウイルス

・ウイルスが付着した飼料、器具、機械、衣服、靴、車などを介して、群

から群に広がる可能性も非常に高い。

・天候によっては、風の方向に発生が広がることが知られている。

・感染群内での直接伝播性は高く、通常１週間以内に全群が感染を起こす。

潜伏期間 【牛】6.2日 【豚】10.6日 【めん羊】9.0日
感染ウイルス量が多いと短く、少ないと長くなる傾向がある 29



（はじめに）日本における発生事例

・平成22年４月20日、宮崎県において我が国で10年振りに発生（292戸で発生、210,714頭を殺処分）

・移動制限や感染家畜の処分、消毒等の防疫措置を実施したものの、宮崎県東部において局地的に感染

が急速に拡大 したことから、我が国で初めての緊急ワクチン接種を実施（ワクチン接種殺処分：

87,094頭）

・この結果、口蹄疫の発生は減少し、平成22年７月４日以来発生は確認されず、７月27日に全ての移動

制限を解除

4/20 4/27 5/4 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22

殺処分待機
疑似患畜数の増加

ワクチン接種
により終息へ

感染拡大

宮崎県で口蹄疫
の発生を確認

H22.4.20
口蹄疫ワクチン接
種の実施を決定

5.19
口蹄疫対策特別措
置法の施行

6.4
全ての移動制限区
域を解除

7.27
OIEによるワクチン非接種
清浄国への復帰の認定

H23.2.5

（万頭）
5.22

ワクチン接種開始

殺処分待機
疑似患畜のピーク時

約７万頭7

6
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0
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機
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数
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（はじめに）世界の口蹄疫発生状況

中国、韓国等の近隣諸国で継続的に発生しており、人や物を介した我が国への侵入リスクは

依然として極めて高い状況

口蹄疫（FMD）のOIEステータス認定状況

出典：https://www.oie.int/en/disease/foot-and-mouth-disease/

【北朝鮮】
O型 直近の発生：江原道 2014年3月14日

【韓国】
O型 直近の発生：忠清北道 2019年1月31日
A型 直近の発生：京畿道 2018年4月1日

【ロシア（極東ロシア及びザバイカリエ地方に限る）】
O型 直近の発生：ザバイカリエ地方 2020年1月27日

A型 直近の発生：ザバイカリエ地方 2014年9月11日

【中国】
O型 直近の発生：青海省 2021年10月27日
A型 直近の発生：貴州省 2018年1月2日

【香港】
O型 直近の発生：2016年8月

【台湾】
O型 直近の発生：台中市 2013年 5月27日
A型 直近の発生：金門県 2015年 5月14日

【ミャンマー】
O型 直近の発生：2019年11月26日
A型 直近の発生：2019年12月2日

【モンゴル】
O型 直近の発生：ウブルハンガイ県 2021年8月7日

A型 直近の発生：ゴビスンベル県 2016年7月16日
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（はじめに）ゾーニングとは

疾病の制御や疾病発生時の国際貿易の維持のために、国の中の一部に、特定の
疾病ステータスを有した地域（ゾーン）を設定する考え方

【清浄地域 (free zone)】
疾病の発生のないことがサーベイランス等で確認されている地域。

【汚染地域 (infected zone)】
国内で発生のある地域。清浄国の一部に疾病が侵入した場合も含む。

【防護地域 (protection zone)】
周辺の汚染国・地域からの疾病の侵入を防止し、清浄ステータスを維持するた
めに設定される地域。防護地域内ではワクチン接種等により疾病の侵入を防止。
強力な移動管理、サーベイランス、個体識別、トレーサビリティ等により、域
外の動物群と明確に区別。

【封じ込め地域 (containment zone)】
清浄国において疾病の発生があった場合に、発生の影響を最小限にする目的で、
疫学的に関連する全ての発生を包含する形で設定。封じ込め地域が成立し、そ
の周辺の清浄ステータスが回復するためには、封じ込め地域内で２潜伏期間新
たな発生がないこと、又は発生が継続している封じ込め地域の周辺に更に防護
地域を設置し、その防護地域内で２潜伏期間、新たな発生がないことが必要。32



（はじめに）防護地域の運用

清浄地域と汚染地域の境界に設定
された防護地域

防護地域（protection zone）の例（2011年時点の南アフリカ地域の口蹄疫の状況）
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（はじめに）防護地域の運用

実際に発生がなくても、疾病侵入リスクが高まった場合（感染野生動物の侵入な
ど）に、一時的な管理措置として防護地域を設置するという運用が新たに追加
（第4.4章ゾーニングとコンパートメント：2021年5月OIE総会採択）

- 防護地域の要件を満たす証拠をOIEに提出し受理された場合に防護地域は有効と
なる。（自己宣言（self-declaration））

- 一時的な管理措置として防護地域を申請し、受理された場合は、受理後24か月
間のみ有効

- OIE公式ステータス認定対象疾病について、恒久的な防護地域として設定したい
場合は、通常のOIEによる公式認定プロセス（総会決議等）を経ることが必要

- 設定した防護地域で疾病が発生する、あるいは防護地域内でワクチン接種を行う
などにより、防護地域内のステータスが変わっても、疾病の拡大を防止する措置
が講じられ、その後封じ込め地域（containment zone）に移行できるようであ
れば、その他の地域のステータスは影響されない。

- 具体的な防護地域の運用については疾病固有章で規定
34



（はじめに）封じ込め地域の運用

封じ込め地域の例（2017年時点の南アメリカ地域の口蹄疫の状況）

コロンビアにおける口蹄疫発生を
受けて封じ込め地域設定

封じ込め地域の概念

清浄地域

清浄地域

××

封じ込め地域
（２潜伏期間新たな発生がないと確立）

汚染地域
（発生継続）

防護地域
（２潜伏期間発生がないと、
封じ込め地域が確立）

あわせて封じ込め地域

＜パターン１＞

＜パターン２＞

×
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（はじめに）コンパートメントとは

コンパートメントとは、発生地域にあっても、高度な衛生管理（バイオセキュ
リティ管理）により清浄と認められる施設（群）からの輸入を認める概念

輸
出
停
止

輸
出
可
能

コンパートメントの概念図

農場

疾病発生

農場
食鳥処理場 加工工場

コンパートメントユニット

（共通の高度なバイオセキュリティ管理下にある）

農場

農場

農場

飼料工場

ふ卵場

食
鳥
処
理
場

加
工
工
場

国・地域
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これまでの論点と我が国のスタンス①

ワクチン接種清浄コンパートメント設定に関する規定の追加
ワクチン接種清浄国・地域に適用される規定の見直し

⚫ 現行規定のコンパートメント（ワクチン非接種）に加えて、ワクチン接種清浄

コンパートメントの設定に関する規定の追加（第8.8.4bis条）

⚫ ワクチン接種清浄国・地域の要件における各種期間の整理（第8.8.3.条）
早期摘発のためのサーベイランス実施期間：(12か月・2年→）過去２年間

疾病の発生やウイルス伝播のない期間： (12か月・2年→）過去12か月間

ワクチン接種の実施期間： ： (2年→）過去12か月間

「ワクチン接種」はウイルスによる曝露を想定した管理措置であり、厳格

なバイオセキュリティ措置により病原体の侵入を防ぐことを前提とする

「コンパートメント」の概念とは相容れないと考える。

（コメントに対するコード委の見解）

ワクチン接種コンパートメントの実施にはより厳しいサーベイランス及びバイ

オセキュリティ条件を定める。
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これまでの論点と我が国のスタンス①

ワクチン接種清浄コンパートメント設定に関する規定の追加
ワクチン接種清浄国・地域に適用される規定の見直し

⚫ 現行規定のコンパートメント（ワクチン非接種）に加えて、ワクチン接種清浄

コンパートメントの設定に関する規定の追加（第8.8.4bis条）

⚫ ワクチン接種清浄国・地域の要件における各種期間の整理（第8.8.3.条）
早期摘発のためのサーベイランス実施期間：(12か月・2年→）過去２年間

疾病の発生やウイルス伝播のない期間： (12か月・2年→）過去12か月間

ワクチン接種の実施期間： ： (2年→）過去12か月間

ワクチン接種を推進する方向で章全体の改正が行われており、世界的に清

浄化に向けた取組みが停滞することを懸念。OIEはワクチンを用いない口蹄

疫の清浄化を目指す姿勢を明らかにし、その達成に向けて各国を促すべき。

（コメントに対するコード委の見解）

清浄国を目指す国に対しては段階的に口蹄疫管理を向上させる枠組

(Progressive Control Pathway)が定められており、将来的にはコードでも世界

的な撲滅に向けた記載が入ることも想定される。 38



これまでの論点と我が国のスタンス②

緊急ワクチン接種を行った後にワクチン接種動物の全頭と畜を行わな

かった場合の、清浄ステータスへの復帰までの期間短縮とその要件

⚫ 緊急ワクチン接種を行った後に、ワクチン接種動物のと畜を行わなかった

場合の清浄ステータスへの復帰に要する期間について、血清学的サーベイ

ランスによりワクチン接種の効果が立証され、感染の伝播のないことを示

すための血清学的サーベイランスが行われていれば、現行の６か月から３

か月に短縮可能とする（二次案）

個体レベルでワクチン由来抗体と野外ウイルス由来抗体を識別できる検査
法は確立されていないため、ワクチンの効果を立証する適切なサーベイラ
ンスを実施することは実行上困難。ワクチン接種動物の全頭と畜を行う場
合の期間（3か月）と同じとすることは現実的でない。

（コメントに対するコード委の見解）

「最短で」3か月まで短縮できることを明記。血清学的サーベイランスにより

「ワクチン非接種動物での感染やワクチン接種動物間での伝播がないこと」を示

すことに加えて、用いたワクチンの防御試験結果や免疫獲得状況調査結果により

「使用したワクチンの有効性や効果的に接種が行われたこと」を示す必要がある

として案を修正し、要件を追加（三次案）（第8.8.7.条） 39



これまでの論点と我が国のスタンス③

安全物品の追加（通常の製造工程にウイルスを不活化するような工程が

含まれていたり、現行の章で既に安全物品として整理されていたもの）

⚫ 加盟国の一部から、「骨なし肉」を安全物品に追加するよう要請あり。コード

委員会は、一般的な骨なし肉の処理工程が肉中のウイルスを確実に不活化しう

るような処理工程となっているものなのか業界で調査するよう求めた。

「熟成」「脱骨」の工程はあったとしても、枝肉ごとにpHを測定する
ような手順が世界的に「一般的な骨なし肉の処理工程」とみなせると
は考えがたく、骨なし肉を安全物品とみなすことは受入れられない。

（コメントに対するコード委の見解）

安全物品についての検討は次回2022年２月のコード委員会に持ち越し。

第8.8.1bis条 安全物品（四次案）

１ UHT乳及びその派生物
２ F0値３以上で密封された肉
３ たん白ミール
４ ゼラチン
５ 第4.8章に従い採卵・処理・保管された牛生体の受精卵 40



四次案（今回案）のポイント①

ワクチン非接種清浄国の要件を修正し、ワクチン接種清浄国由来のワク

チン接種動物は輸入できることとした

⚫ ワクチン非接種清浄国の要件から、ワクチン接種動物の導入がないことを削除。

これにより、ワクチン接種清浄国のワクチン接種動物であれば、条件を満たせ

ば、輸入可能となる。

第8.8.11.条 家畜反芻動物と豚のワクチン接種清浄国からの輸入条件
（略）
4) ワクチンが接種されている場合、発送前14日以内に採取された検体を用いたウイル
ス学的及び非構造タンパク検出血清学的検査を受けて、陰性の結果であること。

（略）

（参考）口蹄疫の診断法（OIEマニュアル第3.1.8.章）（抜粋）

検査法 移動前の個体の清浄性確認

病原体の検出 ウイルス分離 + （限定した状況でのみ適当）

リアルタイムRT-PCR + （限定した状況でのみ適当）

RT-PCR + （限定した状況でのみ適当）

免疫反応の検出 抗NSP（非構造タンパク）抗体検出ELISA ++ （推奨。ただし検出できない場
合もある） 41



四次案（今回案）のポイント①

ワクチン非接種清浄国の要件を修正し、ワクチン接種清浄国由来のワク

チン接種動物は輸入できることとした

⚫ ワクチン非接種清浄国の要件から、ワクチン接種動物の導入がないことを削除。

これにより、ワクチン接種清浄国のワクチン接種動物であれば、条件を満たせ

ば、輸入可能となる。

科学委とコード委の合同タスクフォースの見解：

１）ワクチン接種動物については、ウイルス学的検査と血清学的検査で陰性であればウ

イルスの検出はなく清浄国へのウイルスの導入は防げると判断できる

２）ワクチン非接種清浄国にワクチン接種動物を導入した場合、加盟国はワクチン非接

種動物集団の中でFMDVの感染がないことを示すサーベイランスを実施する必要がある。

適切なレベルのサーベイランスを加盟国が行えるようサーベイランスに関する規定の

見直しも必要。サーベイランスにおいてワクチン接種/非接種個体を識別するため個体

のトレーサビリティも必要。

非構造タンパク検出血清学的検査が個体の清浄性確認のための検査法として

は不十分であることはOIEマニュアルでも示されている。

輸入国の非接種清浄ステータスを維持するには、輸入されたワクチン接種動

物の個体識別や他のワクチン非接種動物との接触を防ぐ等、防護地域の設定

と同等の管理措置が必要となるのではないか。 42



四次案（今回案）のポイント②

清浄国の要件に野生動物の受動的サーベイランスの実施について追加

（CSF（豚熱）の清浄国要件と合わせる修正）

ワクチン非接種清浄国とワクチン接種清浄国の要件について、CSF（豚熱）の清

浄国要件と並びを取った記述に修正。これに伴い、野生の感受性動物について、

獣医当局が受動的サーベイランスを通じて生息分布や疾病の発生について把握し

ていることを条件に追加（第8.8.2.条、第8.8.3.条）

第8.8.2.条 ワクチン非接種清浄国・地域
（略）
少なくとも過去12か月間：
１）口蹄疫ウイルス感染の症例がいないこと
２）獣医当局は、国又は地域の感受性のある家畜及び飼育野生動物のすべての群に関す

る現在の知見と権限を持っている。
３）獣医当局は、受動的サーベイランスを通じて、国又は地域の野生及び野生化した感

受性動物の分布、生息地、および疾病発生の兆候について現在の知見を持っている。
（略）

口蹄疫の場合、CSFと異なり、感受性動物が幅広く、明確な症状を示さな
い場合もあるため、野生動物のパッシブサーベイランスにより疾病発生の
兆候について知見を得ることは難しいのではないか。 43



四次案（今回案）のポイント③

ワクチン非接種清浄国にアフリカ水牛（キャリアーの可能性）が侵入し

た場合について、前回案ではアフリカ水牛のリスクのある地域について

防護地域（protection zone）を設定することでそれ以外の地域の清浄

ステータスを維持できるとしていたが、今回案では、加盟国から提出さ

れた文書に基づき科学委員会が判断することとして修正

OIEコードは特定の状況について個別に条件を規定するものではないことから、

具体的な基準はコードに記載しないこととされた。

科学委とコード委の合同タスクフォースの見解：

・アフリカ水牛の侵入があった場合、加盟国は、アフリカ水牛が他の感受性動物と接触して

いないということ、または、アフリカ水牛がFMDVを持っていないということを検査によ

り示す必要がある。

・いずれも示せない場合、接触した可能性のあるすべての動物について潜伏期間の2倍の期

間の間サーベイランスを行い、FMDV感染がないことを示す必要がある。

・これらの条件を満たしていることを示す文書がOIEに提出され、科学委員会により承認さ

れることが必要。

加盟国が提出した文書に基づき科学委員会が判断するというプロセスは妥

当。ただし、判断基準の透明性確保のため、判断に必要な情報を加盟国が

提出すべき質問票(questionnaire)などに明示すべきではないか。 44



四次案（今回案）のポイント④

清浄国内に防護地域（protection zone）を設定する場合の規定を追加

（第8.8.5bis条）

⚫ 防護地域設定に必要な事項

１）地域内の感受性動物の個体群の特定

２）感受性動物及びそれに由来する製品の厳格な移動制限

３）地域内及び国内の他の場所における強化されたサーベイランスの実施

４）国内の他の場所におけるバイオセキュリティ強化

５）関係者への啓発キャンペーンの実施

６）特にワクチン非接種清浄国・地域で防護地域が設定された場合、緊急ワクチン接種を

含むバイオセキュリティ計画がある

⚫ ワクチン非接種清浄国・地域内の防護地域でワクチン接種が実施された場合や、

清浄だった防護地域内で発生があった場合、防護地域の清浄ステータスは一時

停止されるが、当該国・地域の他の場所の清浄ステータスは影響を受けない。

⚫ 清浄ステータスが変わらない状態の防護地域は、OIEによる承認日から24か月

以内に限定する必要がある。加盟国は、24か月以内に、防護地域の取消しを申

請するか、別の地域として防護地域の公式認定を申請する必要がある。

規定の内容は科学的に妥当と考える。 45



四次案（今回案）のポイント⑤

swillの不活化要件を設定（CSF（豚熱）・ASF（アフリカ豚熱）と同様）

（二次案から変更なし）

第8.8.31bis条 残飯（swill）中の口蹄疫ウイルス（FMDV）の不活化方法

残飯中のFMDVの不活化のため、以下のいずれかの措置がとられるものとする。
1) 継続的に攪拌しながら、少なくとも90℃の温度で、少なくとも60分間維持
2) 絶対圧力3気圧下において、継続的に攪拌しながら、少なくとも121℃の温

度で、少なくとも10分間維持 又は
3) FMDVを不活化することが証明されている同等の処理が行われる

規定の内容は科学的に妥当と考える。
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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）

１．ワクチン接種清浄コンパートメントの設定
サーベイランス及びバイオセキュリティに係るより厳しい条件を定める。

２．緊急ワクチン接種を行った後にワクチン接種動物のと畜を行わなかった場合
の、清浄ステータス復帰までの期間を短縮するための規定を追加
感染伝播がないこととワクチンの効果を示すことで現行の6か月から最短3か
月まで短縮可能

３．ワクチン非接種清浄国へのワクチン接種動物の輸入を可とする
ワクチン接種動物について輸入時に追加的な管理措置が必要

４．清浄国における防護地域の設定について規定を追加
ワクチン非接種清浄国の防護地域内におけるワクチン接種や疾病発生は、当該

国の清浄性ステータスに影響しない

５．安全物品の追加
骨なし肉の扱いについては今後検討

６．swillの不活化要件を設定
CSF（豚熱）、ASF（アフリカ豚熱）と同様に加熱条件等を規定
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検討の経緯

2013年2月 コード委により全面改正が決定

2014年9月 コード委は一次修正案を提示

2015年2月 二次修正案を提示

2015年5月 採択

2015年9月 保留になった事項があったため、再び改正を決定

2016年2月 第8.8.4条及び第8.8.4bis条を追加する一次修正案を提示

2016年5月 日本からコメント提出（ワクチン接種清浄コンパートメント要件）

2016年9月 アドホックグループにおいて、ワクチン接種コンパートメント、より大きな封じ

込め地域、ワクチン接種動物の移動といった新たな概念が提案され、科学委員会

及びコード委員会で検討中。他の章や用語の定義にも影響があり、これらと矛盾

のないようにコード改正案を検討。

2017年2月 二次修正案を提示

2017年7月 日本からコメント提出（章全体）

一時的な防護地域設定のコンセプトに関する議論を踏まえ、第4.4章を改定するまで検討を保留

2020年9月 三次修正案を提示
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検討の経緯

2020年12月 日本からコメント提出（章全体、安全物品）

2021年9月 四次修正案を提示
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章の構成

第1条 総則

第1bis条 安全物品

第2条 ワクチン非接種FMD清浄国又は地域

第3条 ワクチン接種FMD清浄国又は地域

第4条 ワクチン非接種FMD清浄コンパートメント

第4bis条 ワクチン接種FMD清浄コンパートメント

第5条 FMD汚染国又は地域

第6条 FMD清浄国又は地域内の封じ込め地域の設定

第7条 清浄ステータスの回復

第8,9条 と畜を目的とするFMD感受性動物の直接輸送

第10~12条 生体の輸入に関する勧告

第13条 削除
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章の構成

第14~16条 生又は冷凍精液の輸入に関する勧告

第17条 削除

第18,19条 受精卵の輸入に関する勧告

第20~23条 生鮮肉及び肉製品の輸入に関する勧告

第24,25条 乳及び乳製品の輸入に関する勧告

第26条 削除

第27~30条 その他の物品（毛、皮など）の輸入に関する勧告

第31~38条 FMDV不活化方法

第39条 OIE承認FMD公的管理プログラム

第40条 サーベイランスの一般原則

第41条 サーベイランスの方法

第42条 血清学的検査の使用及び解釈
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コード委員会の今後の活動計画

資料４
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検討中の主なトピック

【バイオセキュリティに関する新章】

• swillの定義に関する検討を含む。2022年2月のコード委員会でOIE事務局の作

成する作業計画の報告がある予定。

【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

ついて、見直し予定。優先的に作業を行うのは出発(輸出)時の措置に関する章

（5.4章）と、到着(輸入)時の措置に関する章（5.7章）。2022年2月のコー

ド委員会でOIE事務局の作成する作業計画の報告がある予定。

【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)において策定作業の行わ

れていた実施規範が2021年11月の総会(CAC44)で採択されたところ。

• 今後、OIEのAMRワーキンググループで、6.10章の見直しを進め、他の関連

するAMR章(6.7, 6.8, 6.9, 6.11章)についても見直しが必要か検討。 54



検討中の主なトピック

【採卵鶏生産システムのアニマルウェルフェア】

• 2022年２月のコード委員会で今後の方針について検討される予定。

【動物の輸送に関するアニマルウェルフェア】

• 最近の科学的知見に基づき、動物の輸送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、見直し予定。2022年2月のコード

委員会で作業の優先順位付けを検討。

【動物のと畜に関するアニマルウェルフェア】

• 最近の科学的知見に基づき、動物のと畜に関するアニマルウェルフェア章

（第7.5章）について、見直し作業中。2022年2月のコード委員会でアド

ホックグループの検討内容の報告がある予定。
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検討中の主なトピック

【犬の個体数管理（第7.7章）】

• 2030年までに犬由来の狂犬病による人の死亡をなくすためのOIE世界戦略に

沿って見直し作業を行っており、2022年5月のOIE総会で採択予定。

【狂犬病（第8.14章） 】

• 野生動物における狂犬病の制御に関する勧告規定については、OIEリファレ

ンスラボラトリーの専門家で草稿の検討が行われ、2021年9月の科学委員会

で草稿を見直した後、コード委員会に回付。今後、コード委員会で検討。

• 科学委員会では、2030年までに狂犬病による人の死亡をなくす目標の達成の

ためには、犬由来の狂犬病の制御と撲滅が、野生動物における狂犬病の撲滅

を試みるより先に行われるべきとの意見。
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