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第 1.4 章 

動物衛生サーベイランス 

第 1.4.1 条 

序論及び目的 

1) サーベイランスは、一般に、感染若しくは外寄生がないことの立証、感染若しくは

外寄生の存在又は分布の決定、又は外来若しくは新興疾病のできる限り早期の発見

を目的とする。動物衛生サーベイランスは、疾病の傾向を監視し、感染又は外寄生

疾病の予防を容易にし、リスク分析で利用する情報を提供し、動物又は公衆衛生を

目的に、衛生措置の理論的根拠を実証し、そして貿易相手に対して保証する手段と

なる。適用されるサーベイランスのタイプは、利用可能なデータ源及び意志決定を

支えるのに必要なアウトプットによって決まる。本章の一般的な勧告は、すべての

感染又は外寄生及びすべての感受性動物種（野生生物を含む）に適用される場合が

あり、さらに洗練される場合がある。特殊サーベイランスは、リスト疾病別個別章

に記載される。 

2) 感染又は外寄生のレゼルボアとして振る舞い、人間及び家畜動物へのリスクの指標

となるため、野生生物はサーベイランスシステムに含まれる。しかし、野生生物に

おける感染又は外寄生の存在は、同国又は地域の家畜動物における感染又は外寄生

の存在を必ずしも意味するものではなく、またその逆もしかりである。野生生物の

サーベイランスは家畜のそれと大きく異なる課題を呈する。 

3) 加盟国によるその動物衛生ステイタスの評価のための情報提供を可能にする要件

は、以下の各号である。 

a) 当該加盟国が、第 3.1 章から第 3.4 章を遵守していること。 

b) 可能な場合には、サーベイランスデータが、科学出版物、研究データ、動物生

産におけるデータ、実地観察文書その他データ等のその他のデータ源によって

補完されること。 

c) サーベイランス活動の企画、実行及び結果の透明性が、第 1.1 章に従うこと。 

4) 本章の目的は、以下の各号である。 

a) サーベイランスシステムの構成及び生み出すアウトプットのタイプの指針を示

すこと。 

b) サーベイランスシステムの品質を評価する勧告を示すこと。 

参考資料１ 
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第 1.4.2 条 

定義 

本章においては、以下の定義が適用される。 

バイアスとは、真の個体群のパラメータから一方に逸脱する評価の傾向をいう。 

信頼性とは、適用されるタイプのサーベイランスが、当該個体群が感染した場合に、感

染又は外寄生の存在を検出する確率をいい、当該サーベイランスの感受性に相当する。

信頼性は、他のパラメータの中で、とりわけ推定感染率又は推定外寄生率によって決ま

ってくる。 

確率抽出法とは、すべての単位が、当該サンプル内に含有されるゼロではない既知の確

率を有している場合の、ひとつの採材戦略をいう。 

試料とは、サーベイランス情報を提供するためにテストが実施される又はパラメータが

測定される母集団から抜き取られた要素（試料採取単位）の集まりをいう。 

試料採取単位とは、無作為抽出サーベイ又は非無作為抽出サーベイランスのいずれかに

おいて採取された単位をいう。これは動物個体又は疫学単位等の動物群である場合があ

る。これら全体が、サンプリングフレームを構成する。 

感受性とは、テストによって陽性と正しく同定される真に陽性の単位の割合をいう。 

特異性とは、テストによって陰性と正しく同定される真に陰性の単位の割合をいう。 

調査対象母集団とは、サーベイランスデータを入手する個体群をいう。これは、標的母

集団又はその部分集合と同じ場合がある。 

サーベイランスシステムとは、動物集団の衛生状況に関する情報を生み出すために、ひ

とつ以上のサーベイランスの構成要素を利用する方法をいう。 

サーベイとは、明確に定められた期間内に、明確に定められた母集団の試料に関し、想

定された目的のために、体系的に情報を収集するサーベイランスシステムの構成要素を

いう。 

標的母集団とは、それに関する結果が推定される対象になる母集団をいう。 

テストとは、ある感染又は外寄生に関し、ある単位を陽性、陰性又は疑症のいずれかに

同定するために使用される手段をいう。 

第 1.4.3 条 

サーベイランスシステム 
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サーベイランスシステムを計画し、実施、評価する際には、獣医組織の品質に加えて、

以下の要素について対処するものとする。 

1. サーベイランスシステムの計画 

a) 母集団 

サーベイランスは、国、地域又はコンパートメントの当該感染又は外寄生に感

受性のあるすべての動物種を考慮に入れるものとする。当該サーベイランス活

動は、当該母集団のすべての個体又はその一部を対象とする場合がある。サー

ベイランスが、サブ個体群に関してのみ実施される場合には、標的母集団につ

いて推察されることは、疾病当該感染又は外寄生の疫学及び標的個体群に対す

るサブ個体群が代表する程度で正当化されるものとする。 

適切な個体群の定義は、陸生コード疾病章の具体的勧告に基づくものとする。 

b) サーベイランスデータの時期及び一時的妥当性 

サーベイランスの時期及び期間は、以下の要素を考慮して決定されるものとす

る。 

- サーベイランスの目的 

- 生物学及び疫学（例：病原性、ベクター、伝播経路、季節性） 

- 侵入及び拡散のリスク  

- 飼養法及び生産システム 

- 標的母集団へのアクセス 

- 地理的要素 

- 気象条件 

サーベイランスは、当該感染又は外寄生並びにその侵入及び拡散のリスクを反

映する頻度で実施されるものとする。 

c) 症例の定義 

それがある場合には、陸生コードの個別章の症例の定義が使用されるものとす

る。陸生コードに症例の定義がない場合には、症例は、サーベイランス下の各

疾病又は感染のための明瞭な基準を使用し、定義付けられるものとする。野生

生物の疾病又は感染のサーベイランスに関しては、宿主動物の分類（属及び種

を含む）を正しく同定し、報告することが不可欠である。 
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d) 疫学単位 

サーベイランスシステムの関連する疫学単位は、サーバイランスの目的を満た

すのに適切であることを確保するよう明確に定められるものとする。 

e) クラスター形成 

国、地域又はコンパートメントにおける感染又は外寄生は、母集団に均一に又

は無作為に分布するのではなく、むしろ集中的に発生する（クラスター形成す

る）のが普通である。クラスター形成は、いくつかの異なる段階（例：動物群

内の感染動物のクラスター、建屋内の房のクラスター、コンパートメントの農

場のクラスター等）で発生する場合がある。クラスター形成は、少なくとも、

当該個別の動物母集団及び感染又は外寄生にとって最も有意なクラスター形成

段階であると判断される段階における、サーベイランス活動の計画及びサーベ

イランスデータの統計学的分析において考慮されるものとする。 

ebis) 診断テスト 

サーベイランスには、適切な症例の定義に従う、感染又は外寄生の検出が含ま

れる。サーベイランスにおいて用いられるテストには、検査室内の詳細な検査

から実地観察及び生産記録の分析までが含まれる場合がある。 

個体群レベルのテスト（実地観察を含む）の能力は、その感受性、その特異性

及び予測値に関連付けて記述する場合がある。罹病率と同様に、不完全な感受

性又は特異性は、サーベイランスの結果に影響を与えることになる。したがっ

て、これらのパラメータは、サーベイランスシステムの計画及びサーベイラン

スデータの分析において考慮されるものとする。 

テストは、陸生マニュアルの関連する章に従って選択されるものとする。 

 

f) 分析の方法論 

サーベイランスデータは、適切な方法論を使用し、それが疾病制御のための介

入計画又は衛生状況の立証を目的としているかにかかわらず、有効な意志決定

を円滑化する適切な組織上の段階において分析されるものとする。 

サーベイランスデータの分析のための方法論は、実世界の複雑性に対応できる

柔軟なものであるものとする。すべての場合に適用可能な唯一の方法は存在し

ない。さまざまな方法論が、さまざまな宿主動物種、病原体、生産システム及

びサーベイランスシステム並びに入手可能なデータ及び情報のタイプ及び量に

適応するためには必要になるかもしれない。 

使用される方法論は、入手可能な最善の情報を基礎にするものとする。それは
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また、本章に従っており、十分詳細に文書化されており、可能な場合は科学文

献その他のデータ源（専門家の意見を含む）を参照することによって裏付けら

れるものとする。実地データの入手可能性及び質並びにサーベイランスの目的

によって正当化される場合には、高度な数学的又は統計学的分析のみが実行さ

れるものとする。 

さまざまな方法論の適用の整合が推奨される。透明性は、公平性及び合理性、

意志決定における整合性並びに理解の容易さを確保するために不可欠である。

不確実性、作られた仮定及び最終結論に対するこれらの影響は、文書化される

ものとする。 

g) サーベイランスシステムの範囲 

サーベイランスシステムを計画する際には、サーベイランスの目的及び生み出

す情報がどう利用されるか、金銭的、技術的及び人的資源に加えて調査対象の

母集団の代表性及びバイアスの潜在的要因を含めた、生み出す情報の制限につ

いて考慮されるものとする。 

h) フォローアップ 

サーベイランスシステムの計画は、生み出す情報を基にどのような行動がとら

れるかについての検討を含むものとする。 

 

2. サーベイランスシステムの実施 

a) 診断テスト 

サーベイランスには、適切な症例の定義に従う、感染又は外寄生の検出が含ま

れる。サーベイランスにおいて用いられるテストには、検査室内の詳細な検査

から実地観察及び生産記録の分析までが含まれる場合がある。 

テストは、陸生マニュアルの関連する章に従って選択されるものとする。 

i) 感受性及び特異性：個体群レベルのテスト（実地観察を含む）の能力は、

その感受性、その特異性及び予測値に関連付けて記述する場合がある。罹

病率と同様に、不完全な感受性又は特異性は、サーベイランスの結果に影

響を与えることになる。したがって、これらのパラメータは、サーベイラ

ンスシステムの計画及びサーベイランスデータの分析において考慮される

ものとする。 

使用されるテストの感受性及び特異性の値は、それが使用される動物種毎

に指定されるものとし、その値の評価に使用される方法は陸生マニュアル

の第 1.1.6 章に従って文書化されるものとする。 
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ii) プール：多くの動物又は単位の試料がプールされ、それがテストのプロト

コルの対象になる場合がある。その結果は、当該特定のプールの大きさ及びテ

ストの手順に関し定められた又は推定された感受性及び特異性の値を使用して

解釈されるものとする。 

b) データの収集及び管理 

サーベイランスシステムの成功は、データの収集及び管理に関する信頼できる

プロセスに依存している。当該プロセスが、紙媒体の記録又はコンピュータ化

に基づく場合もある。データがサーベイ以外の目的で収集される場合（疾病管

理活動中、移動管理の調査、疾病根絶計画中等）であっても、分析を容易にす

る形式での、データ収集及び事象報告の整合性及び品質が、非常に重要である。

収集されたデータの品質に影響を与える要素には、以下に掲げるものが含まれ

る。 

— フィールドからのデータの生成及び中央への伝達に関与する者の配置及び

そのコミュニケーション。これは、とりわけ野生生物の関連データの場合

には、政府機関又は非政府機関その他すべての利害関係者の効率的な協力

を必要とする。 

— 欠損している、不整合の又は不正確なデータを発見し、それらの問題に対

処するデータ処理システムの能力 

— 要約データの編集ではなく構成要素に分割したデータの保存 

— データ処理及び伝達中の転写エラーの最小化 

c) 品質保証 

適切なデータ収集活動を実施するために、サーベイランスシステムは、すべて

の構成要素が機能することを確保し、手順についての立証可能な証拠書類及び

計画上記載された手順からの大きな逸脱を検出するための基本的な検査法を提

供するための定期的な監査を受けるものとする。 

 

第 1.4.4 条 

サーベイランスの手法 

サーベイランスシステムは、体系的な無作為又は非無作為確立に基づくまたは確立に基

づかない方法で集められたデータを単独又は組合せて規定通りに使用する。サーベイラ

ンス源の幅広い多様性が入手可能な事がある。これらは、主要な目的やそれらが提供可

能なサーベイランス情報の種類によって変化する。 
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1. 疾病報告システム 

疾病報告システムは獣医当局に通報される動物衛生関係の事象を基礎とする。疾病

報告システムから得られるデータは、動物衛生ステイタスの主張を実証すること、

リスク分析のためのデータを生成すること、又は早期警戒と対応を目的とする他の

データ源と組み合わせて利用することができる。検査施設の効率的な支援は、いか

なる報告システムにおいても、重要な構成要素である。疑臨床症例の確認を検査施

設に頼っている報告システムでは、陸生マニュアルに記載されている高い特異性を

有するテストを使用するものとする。 

たとえば人獣共通感染症の人間での症例や野生生物の感染又は外寄生等、疾病通報

の責任が獣医当局の所掌外にある場合には常に、獣医当局及び関連当局と間での有

効なコミュニケーション及びデータ共有が確立されるものとする。 

参加型サーベイランスの手法は、疾病報告システムを支持する疫学情報を収集する

のに有用である場合がある。 

2. 管理プログラム及び衛生スキームによって生成されるデータ 

特定の感染又は外寄生の管理又は撲滅に焦点を当てた管理プログラム又は衛生ス

キームが、その他のサーベイランス目的に資するデータを生成することができる。 

2. サーベイ 

第 1.4.3 条で論じられた原則に加えて、サーベイを計画、実施及び分析する場合に

は、以下の各号が考慮されるものとする。 

当該データ源は十分に記載されるものとし、テスト用単位の選定に使用された採材

戦略の詳細な記述が含まれるものとする。また、当該サーベイ計画に内在するおそ

れのあるバイアスに対し、考慮が払われるものとする。 

a) サーベイの設計 

標的及び調査対象母集団は、最初に明瞭に定められるものとする。サーベイ計

画に応じて、適切な採材単位が、ステージ毎に明確化されるものとする。 

サーベイの計画は、検査される個体群の大きさ、構成及び分布に対する理解の

程度、当該感染の疫学並びに利用可能な資源に依存することになる。 

野生生物の母集団の大きさ、構成及び分布に関するデータは、しばしば存在し

ない。ただし、それは、当該サーベイが計画される前に、可能な範囲で判断さ

れるものとする。そのような個体群データを収集及び解釈する場合には、専門

家の意見が求められるものとする。歴史的な個体群データは、現在の個体群を

反映していないおそれがあることから、更新されるものとする。 
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b) 採材 

i) 目的 

個体群からの採材の目的は、さまざまな環境及び生産システムがもたらす

現実的な制約を考慮の上、当該調査の目的にとって重要な個体群を代表す

る部分集合の単位を選定することである。これにより調査対象母集団を統

計的に有効な方法で標的母集団に外挿することができる。 

個体群内の疫学単位を選定する場合には、単純無作為選択等の確率抽出法

が使用されるものとする。確率抽出法が実行不可能な場合には、確率に基

づかない方法が適用される場合があり、標的母集団を代表する試料を生成

する現実的機会を最も大きくするよう行われるものとする。確率に基づか

ない採材の目的は感染又は外寄生を検出する可能性を最大化することであ

る。しかしながら、リスク要因の大きさが計量され、その大きさが、サブ

個体群及び母集団の間のリスク及び割合の相対的差異を記録しない限りは、

この採材の型は、調査対象及び標的母集団の代表ではない。 

用いられる採材方法は、全ての段階においても十分に文書化されているも

のとする。 

ii) 標本の規模 

感染及び外寄生の有無を立証するために実施されるサーベイにおいては、

標本の規模を計算するために使われる方法は個体群の規模、当該サーベイ

の目的、推定まん延率、当該サーベイの結果に求められる信頼性の水準及

び使用されたテストの能力によって決まる。 

加えて、パラメータ（例えば罹病率）を評価にあたっては、評価の適切な

正確性に対しても考慮が払われるものとする。 

ⅲ) 標本の選択 

— 確率に基づいた採材方法、例えば： 

・ 単純無作為抽出； 

・ クラスター採材； 

・ 層化採材； 

・ 体系的採材；または 

— 確率に基づかない採材方法、以下に依る： 

・ 利便性； 

・ 専門家による選択； 



第 1.4 章 動物衛生サーベイランス 

 

2018 年 2 月 OIE－陸生動物衛生コード委員会   9 
 

・ 分配； 

・ リスク。 

 

3. リスクベースの手法 

感染又は外寄生がより侵入又は発見されそうな、又は、よりまん延しそうな、又は、

他の結果（例えば甚大な経済的損失や貿易の制限など）を引き起こすようないくつ

かの選択されたサブ個体群を標的としたサーベイランス活動は、検出効率を上げる

のに有用であり、早期発見、清浄性の主張及び疾病管理活動、罹病率の推定に資す

ることが出来る。リスクベースの手法は、標本単位の確率抽出法及び非確率抽出法

及びデータ収集に利用することが出来る。抽出法の効果（すなわち、検出確率への

影響）は推定されるものとする。 

リスクベースの手法は、サーベイランス源の可視化に有用である。 

4. と畜前及びと畜後検査 

と畜場/食肉処理場での動物の検査は、価値あるサーベイランスデータを提供する

場合がある。特定の疾病の存在を検出すると畜場/食肉処理場検査の感受性と特異

性は、以下の各項目すべての影響を受ける。 

a) 臨床的及び病理学的症状 

b) 検査担当職員の研修、経験及び数 

c) 通報システムを含む、と畜前及びと畜後検査の監督における、所管当局の関与

の度合い所管当局の関与 

d) と畜場/食肉処理場の構造の質、と畜処理フローの速さ、照明の質等 

e) 検査担当職員の独立性 

と畜場/食肉処理場検査は、特定の月齢の群及び地理的領域だけをよく扱っている

傾向がある。と畜場/食肉処理場のサーベイランスデータは、特定のサブ個体群

（例：特定層及び月齢の動物のみが、大量に人の消費用にと畜される傾向がある）

の代表でしかない場合がある。このような制限は、サーベイランスデータを解析す

る際に認識されるものとする。 

と畜場/食肉処理場の検査により生成されたデータの有用性は、動物群若しくはフ

ロック又は由来地と動物を関連付ける効果的な動物トレーサビリティに依存する。 

5. 検査施設の研究記録 
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検査施設の研究記録は、サーベイランスのために有用なデータを提供する場合があ

る。サーベイランスシステムの扱う範囲を広げるために、たとえば国の、認証され

た、大学の及び民間の検査施設等の多様なデータ源を統合するものとする。 

異なる検査施設からの有効なデータ分析は、動物群若しくはフロック又は由来地を

保証する検体トレーサビリティのメカニズムと同様に、標準化された診断手順及び

標準化されたデータの記録及び翻訳の手法の存在にも依存する。 

6. 生物学的検体バンク 

検体バンクは、典型的な試料採取若しくは機に乗じて採取された保管検体から構成

される。検体バンクが、感染又は外寄生の歴史的清浄性の主張に対する支持を提供

する等遡及的な調査に貢献する場合があり、それに代わるアプローチよりも早くて

低費用で、ある種の調査の実施を可能にする場合もある。 

57. センチネル単位のサーベイランス 

センチネル単位のサーベイランスは、疾病又は感染の発生を発見することを目

的とする、特定の地理的場所における既知の衛生又は免疫状態の一頭以上の動

物の同定及び定期テストを含む。センチネル単位は、侵入リスク、感染又は外

寄生の可能性、費用その他の実施上の制約に依存する標的型サーベイランスに

機会を提供する。センチネル単位は感染又は外寄生の清浄性若しくはそれらの

分布の証拠を提供する場合がある。 

68. 臨床観察サーベイランス 

実地における動物の臨床観察は、サーベイランスデータの重要なデータ源であ

る。臨床観察の感受性及び特異性は、疑われる症例の定義に利用する基準に強

く依存する。データの比較を可能とするために、症例の定義が標準化されてい

るものとする。症例の定義の適用及び報告に関する潜在的な実地観察者の研修

は重要である。理想的には、陽性観察の数と観察総数の両方が記録されるもの

とする。 

79. 症候群性データサーベイランス 

罹病及び死亡率、生産記録及びその他のパラメータを含む衛生データの定期分析は、

感染又は外寄生の発生の変化を示す兆候を得るために利用できる。 

810. その他のデータ源 

a) 管理プログラム及び衛生スキームによって生成されるデータ 

特定の感染又は外寄生の管理又は撲滅に焦点を当てた管理プログラム又は衛生

スキームが、その他のサーベイランス目的に資するデータを生成することがで

きる。 
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b) 検査施設の研究記録 

検査施設の研究記録は、サーベイランスのために有用なデータを提供する場合

がある。サーベイランスシステムの扱う範囲を広げるために、たとえば国の、

認証された、大学の及び民間の検査施設等の多様なデータ源を統合するものと

する。 

異なる検査施設からの有効なデータ分析は、動物群若しくはフロック又は由来

地を保証する検体トレーサビリティのメカニズムと同様に、標準化された診断

手順及び標準化されたデータの記録及び翻訳の手法の存在にも依存する。 

c) 生物学的検体バンク 

検体バンクは、典型的な試料採取若しくは機に乗じて採取された保管検体から

構成される。検体バンクが、感染又は外寄生の歴史的清浄性の主張に対する支

持を提供する等遡及的な調査に貢献する場合があり、それに代わるアプローチ

よりも早くて低費用で、ある種の調査の実施を可能にする場合もある。 

da) 野生生物データ 

サーベイランス用の野生生物の検体が、猟師及びわな猟師、路上轢死動物、野

生動物肉市場、狩猟動物の衛生検査、一般大衆による罹病・死亡観察、野生生

物自然復帰センター、野生生物学者及び野生生物機関現場要員、農家その他の

土地所有者、動物研究家並びに自然保護論者等の供給源から入手可能な場合が

ある。全個体数調査データ等の野生生物データは、時がたつにつれ偏る傾向に

あり、疫学目的での農場生産記録と同様な方法で、繁殖成功度を利用すること

ができる。 

eb) 公衆衛生データ 

人獣共通感染症に関して、公衆衛生データは動物衛生ステイタスの潜在的変化

の指標となる場合がある。獣医当局は公衆衛生当局と協力して、特殊サーベイ

ランスシステムに統合するために情報共有するものとする。 

fc) 環境的データ 

降雨、気温、極端な気候現象、第 1.5 章に記載の潜在的ベクターの出現及び増

殖等、関連する環境的データも、サーベイランスシステムに統合されるものと

する。 

gd) 追加的支持データ、例えば： 

i) 宿主個体群の分布を含む、当該感染又は外寄生の疫学に関するデータ 

ii) 人間を介した移動及び野生動物の自然に従った渡りを含む、動物の移動につ
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いてのデータ 

iii) 動物及び動物物品の貿易パターン 

iv) 遵守状況及び有効性についての情報を含む、国の動物衛生規則 

v) 汚染されたおそれのある物質の輸入歴 

vi) 実施されているバイオセキュリティ 

vii) 感染又は外寄生の侵入リスク 

9. サーベイランス結果の組合せ及び翻訳 

サーベイランスの目的によって、複数のデータ源の組合せがシステムの全体的な感

受性の指標となる場合があり、結果の信頼性を高上させる場合がある。複数のデー

タ源からの証拠を組み合わせるために利用する方法論は、科学的に有効であり。十

分に文書化され、公表資料を参照しているものとする。 

同じ国、地域又はコンパートメントから異なる時期に収集されたサーベイランス情

報は、動物衛生ステイタスの累積的な証拠となる場合がある。繰り返されるサーベ

イは、信頼性を提供するために分析される場合がある。 

間欠的に又は持続的に集められたサーベイランス情報の分析は、可能であれば、古

い情報の価値が低減してしまうことを考慮して、情報を収集した時期を統合するも

のとする。 

使用される検査の感受性及び特異性及び各データ源からのデータの完全性も、最終

的な全体の信頼性の推定において考慮されるものとする。 

複数のデータ源を基にしたサーベイランスシステムの妥当性の分析において、獣医

当局は、各サーベイランスの構成要素の根本的な目的を考慮した上で、全体の感受

性に対する各構成要素の関連する影響を考慮するものとする。 

動物衛生サーベイランスシステムの結果は、一又はそれ以上の生じ得るバイアスの

対象となる。結果の評価の際には、関心対象のパラメータについて過大評価又は過

小評価し得る、生じ得るバイアスを特定するように注意を払うものとする。 

 

 

第 1.4.5 条 

サーベイ計画の検討 
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第 1.4.3 条で論じられた原則に加えて、サーベイを計画、実施及び分析する場合には、

以下の各号が考慮されるものとする。 

1. サーベイのタイプ 

サーベイは標的母集団全体（全数検査）又は試料に実施される場合もある。 

感染又は外寄生の清浄性を文書化するために実施されるサーベイは、確率ベースの

抽出法を使って実施されるものとし、これにより調査対象母集団を統計的に有効な

方法で標的母集団に外挿することができる。 

当該データ源は十分に記載されるものとし、テスト用単位の選定に使用された採材

戦略の詳細な記述が含まれるものとする。また、当該サーベイ計画に内在するおそ

れのあるバイアスに対し、考慮が払われるものとする。 

2. サーベイの設計 

標的及び調査対象母集団は、最初に明瞭に定められるものとする。サーベイ計画に

応じて、適切な採材単位が、ステージ毎に明確化されるものとする。 

サーベイの計画は、検査される個体群の大きさ、構成及び分布に対する理解の程度、

当該感染の疫学並びに利用可能な資源に依存することになる。 

野生生物の母集団の大きさ、構成及び分布に関するデータは、しばしば存在しない。

ただし、それは、当該サーベイが計画される前に、可能な範囲で判断されるものと

する。そのような個体群データを収集及び解釈する場合には、専門家の意見が求め

られるものとする。歴史的な個体群データは、現在の個体群を反映していないおそ

れがあることから、更新されるものとする。 

3. 採材 

a) 目的 

個体群からの採材の目的は、さまざまな環境及び生産システムがもたらす現実的な

制約を考慮の上、当該調査の目的にとって重要な個体群を代表する部分集合の単位

を選定することである。個体群内の疫学単位を選定する場合には、単純無作為選択

等の確率抽出法が使用されるものとする。確率抽出法が実行不可能な場合には、確

率に基づかない方法が適用される場合があり、標的母集団を代表する試料を生成す

る現実的機会を最も大きくするよう行われるものとする。確率に基づかない採材の

目的は感染又は外寄生を検出する可能性を最大化することである。しかしながら、

この採材の型は、調査対象及び標的母集団の代表ではない。 

用いられる採材方法は、全ての段階においても十分に文書化されているものとする。 

b) 標本の規模 
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感染及び外寄生の有無を立証するために実施されるサーベイにおいては、標本の規

模を計算するために使われる方法は個体群の規模、当該サーベイの目的、推定まん

延率、当該サーベイの結果に求められる信頼性の水準及び使用されたテストの能力

によって決まる。 

加えて、パラメータ（例えば罹病率）を評価にあたっては、評価の適切な正確性に

対しても考慮が払われるものとする。 

c) 標本は次のいずれかから選ばれる場合がある。 

i. 確率に基づいた採材方法、例えば： 

– 単純無作為抽出； 

– クラスター採材； 

– 層化採材； 

– 体系的採材；または 

ii. 確率に基づかない採材方法、以下に依る： 

– 利便性； 

– 専門家による選択； 

– 分配； 

– リスク。 

第 1.4.5 条 

早期警戒システム 

早期警戒システムは、獣医感染及び外寄生の発生、侵入又は出現の適時発見、特定及び

報告に不可欠であり、獣医当局の管理下にあるものとし、以下の項目を含むものとする。 

1) 獣医サービスによる標的動物群の適切な扱い 

2) 関連する感染又は外寄生の診断及び鑑別能力のある検査施設 

3) 獣医師、獣医補助職、家畜所有者又は管理者及び農場からと畜場/食肉処理場にお

けるその他の動物取扱い者に対する、普通ではない動物衛生事象の発見及び報告に

ついての研修及び啓蒙プログラム 

4) 以下の情報と共に、関連する利害関係者が、獣医当局に対して疑い症例又は通報対

象疾病又は新興疾病を通報する法的責務 
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‒ 観察された臨床徴候又は病変の簡潔な説明と共に、疑われる疾病又は病原体、

又は、関連する検査機関の検査結果 

‒ 原発部位及び後続発生部位における兆候が最初に認められた日付 

‒ 感染が疑われる施設及び飼育舎の名前及び住所又は地理学的位置 

‒ 人での感染可能性を含む、感染した動物種、及び発症動物及び死亡動物の概数 

‒ 侵入防止対策、及び予防的な動物、畜産物、関係者、車両及び器具の移動制限

を含む初期対応 

5bis) 以下の各号を考慮に入れて行う、獣医当局による、疑い症例又は症例に対する疫学

的調査 

‒ 施設、飼育舎又は地方に入る際に見られる侵入防止対策 

‒ 行われる臨床検査（動物の数及び種類） 

‒ 調査者及び動物の所有者の安全を含む、サンプリング方法及び検体の取扱機器

及び検体の取扱手順とともに、検体症状を示している、又は示していない動物

から採材された材料（動物の数及び種類） 

‒ 試験のためにサンプルを送付する方法 

‒ 感染した施設、飼育舎又は地域の規模及び侵入可能経路 

‒ 施設及びその周囲の類似又は感受性である可能性のある動物のおおよその数の

調査 

‒ 感染施設、飼育舎又は地域の間での感受性である可能性のある動物又は車両又

は人のあらゆる最近の移動 

‒ 例えば、野生動物における疑い疾病の存在又は異常な媒介動物の活動など、他

のあらゆる関連する疫学的情報 

‒ 陽性であれ、陰性であれ、全ての疑い症例に対する調査は結果を提供するもの

とする。症例の特定に先んじて、基準が策定されているものとする。 

6) 獣医当局と関連する利害関係者間のコミュニケーションについての効果的なシス

テム 

7) 国内の命令系統 

早期警戒システムは、緊急時対応において不可欠な構成要素である。 
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リスト疾病が発見された際には、1.1 章に基づき、OIE に通報がされるものとする。 

第 1.4.6 条 

疾病又は感染の清浄性を立証するのためのサーベイランス 

本条は、歴史的清浄性の認定を含む感染又は外寄生の清浄性を宣言するための一般的原

則を規定する。 

1. 清浄性の立証 

感染及び外寄生の清浄性を立証するサーベイランスシステムは、第 1.4.3 条に概説

される一般的原則に加えて、以下にしたがうものとする。 

清浄性は、当該国、地域又はコンパートメントにおける病原体動物個体群の中に感

染又は外寄生の不在を含意する。科学的方法は、感染の有無の絶対的確実性を提供

することはできない。したがって、歴史的清浄性を除く、清浄性の立証には、特定

病原体の感染が、存在する場合には、指定された割合よりも低い割合で当該個体群

に存在することを望ましい信頼水準で（加盟国が受け入れ可能な信頼性の水準で）

立証する十分な証拠の提供を必要とする。 

ただし、いかなる罹病率であったとしても、当該標的母集団において感染又は外寄

生の証拠が認められる場合には、陸生コードの関連章に別に規定される場合を除い

て、清浄性の主張は自動的に無効になる。同一の国又は地域の野生生物に存在する

において感染又は外寄生が存在する場合にはの、家畜動物のステイタスに対する意

義については、陸生コードの各疾病に関する関連章の指摘に従い、状況毎に評価さ

れるものとする。 

標的型無作為抽出及び非無作為抽出のリスクベースデータ源集からの証拠が、前述

のとおり、サーベイランスの感度信頼性の水準を高める、又は体系的サーベイと比

較して同等の信頼性の水準で低い罹病率を検出できる場合がある。 

2. 国又は地域における感染又は外寄生の清浄性宣言するための要件 

a. 陸生コードの関連章で特筆されていない場合の要件 

i) 当該感染又は外寄生が通報疾病であること。 

ii) すべての関連動物種に対し、早期通報システムが整備されていること。 

iii) 感染又は外寄生の侵入を防止する措置が、整備されていること。 

iv) 当該疾病に対するワクチン接種が実施されていないこと。 

iv) 当該国又は地域の野生生物内に感染又は外寄生が定着していることが既知

ではないこと。 
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b. 歴史的清浄性：陸生コードの関連章で特筆されていないとき、以下の場合には、

公的に病原特異的なサーベイランス計画を適用せずに国又は地域を清浄と見な

す場合がある。 

i) a.に示された要件が少なくとも過去 10 年間、満たされている。 

ii) 感染の疑われる動物において、病原体が特定可能な臨床的又は病理学的症

状を呈す傾向にある。 

iii) 少なくとも 25 年間、当該感染又は外寄生の発生がない又は同期間、根絶

が達成されている。 

c. 歴史的清浄性が達成立証できない場合： 

i) 少なくとも、サーベイランスが行われている期間と同じ間、a.に示された

要件が満たされている。 

ii) 本章及び存在する場合は陸生コードの関連章に記載された病原特異的なサ

ーベイランスが適用されており、いかなる感染又は外寄生の発生も発見さ

れていない。 

3. コンパートメントにおける感染又は外寄生の清浄性を宣言するための要件 

a. 少なくとも、サーベイランスが行われている期間と同じ間、2.a)i)から ivⅲ)

に示された要件を満たしている。 

b. 本章及び存在する場合は陸生コードの関連章に記載された現行の病原特異的サ

ーベイランスが適用されており、いかなる感染又は外寄生の発生も発見されて

いない。 

4. 感染又は外寄生の清浄性を維持するための要件 

陸生コードの関連章で特筆されていない場合には、陸生コードの規定に従って清浄

性を達成している国又は地域は、以下の場合、その清浄ステータスを維持する場合

がある。 

a. 当該感染又は外寄生が通報疾病であること。 

b. すべての関連動物種に対し、早期通報システムが整備されていること。 

c. 感染又は外寄生の侵入を防止する措置が、整備されていること。 

d. 感染又は外寄生の発生傾向に適したサーベイランスが実施されていること。病

原体の全ての明確な侵入経路を示すリスク評価により支持され、病原体が、疾

病の疑われる動物において明確な臨床的又は病理学的症状を呈す傾向があれば、

特殊サーベイランスは実施する必要が無い場合がある。 
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e. 当該疾病に対するワクチン接種が実施されていないこと。 

ef) 野生生物内に感染又は外寄生が定着していることが既知ではないこと。野生動

物群内の感染又は外寄生が存在していないことを証明する十分な疫学データを

収集することが困難なことがある。このような状況においては、一連の支持根

拠をこの評価を行うために利用するものとする。 

第 1.4.7 条 

疾病管理プログラムによるサーベイランスの検討 

サーベイランスは疾病管理プログラムの重要な構成要素であり、感染又は外寄生、その

他の衛生関連事象の分布及び発生の決定に利用することが出来る。特定の感染又は外寄

生の管理又は根絶についての意志決定の進捗及び方法を評価するために利用すること

が出来る。 

特定の感染又は外寄生の管理又は根絶についての意志決定の進捗を評価するために利

用するサーベイランスは、以下のような多様な変数に関するデータの収集のため計画さ

れるものとする。 

1) 感染又は外寄生の罹病率又は発生率 

2) 疾病率及び死亡率 

3) リスク要因の頻度及びその定量化 

4) 検査施設での試験結果の頻度分布 

5) ワクチン接種後のモニタリング結果 

6) 野生生物での感染及び外寄生の頻度分布 

これらの変数の空間的及び時間的分布及び、例えば第 1.4.4 条の 810)に示された野生

生物、公衆衛生及び環境データ等のその他のデータは、疾病管理プログラムの評価にお

いて有用なものとなり得る。 

第 1.4.8 条 

早期通報システム 

早期通報システムは、感染及び外寄生の発生、侵入又は出現の適時発見、特定及び報告

に不可欠であり、以下の項目を含むものとする。 

1) 獣医サービスによる標的動物群の適切な扱い 

2) 効果的な疾病の検査及び報告 
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3) 関連する感染又は外寄生の診断及び鑑別能力のある検査施設 

4) 獣医師、獣医補助職、家畜所有者又は管理者及び農場からと畜場/食肉処理場にお

けるその他の動物取扱い者に対する、普通ではない動物衛生事象の発見及び報告に

ついての研修及び啓蒙プログラム 

5) 関連する利害関係者が、獣医当局に対して疑い症例又は通報対象疾病又は新興疾病

を通報する法的責務 

6) 獣医当局と関連する利害関係者間のコミュニケーションについての効果的なシス

テム 

7) 国内の命令系統 

早期通報システムは、緊急時対応において不可欠な構成要素である。 

第 1.4.9 条 

サーベイランス結果の組合せ及び翻訳 

サーベイランスの目的によって、複数のデータ源の組合せがシステムの全体的な感受性

の指標となる場合があり、結果の信頼性を高上させる場合がある。複数のデータ源から

の証拠を組み合わせるために利用する方法論は、科学的に有効であり。十分に文書化さ

れ、公表資料を参照しているものとする。 

同じ国、地域又はコンパートメントから異なる時期に収集されたサーベイランス情報は、

動物衛生ステイタスの累積的な証拠となる場合がある。繰り返されるサーベイは、信頼

性を提供するために分析される場合がある。 

間欠的に又は持続的に集められたサーベイランス情報の分析は、可能であれば、古い情

報の価値が低減してしまうことを考慮して、情報を収集した時期を統合するものとする。  

使用される検査の感受性及び特異性及び各データ源からのデータの完全性も、最終的な

全体の信頼性の推定において考慮されるものとする。 

複数のデータ源を基にしたサーベイランスシステムの妥当性の分析において、獣医当局

は、各サーベイランスの構成要素の根本的な目的を考慮した上で、全体の感受性に対す

る各構成要素の関連する影響を考慮するものとする。 

動物衛生サーベイランスシステムの結果は、一又はそれ以上の生じ得るバイアスの対象

となる。結果の評価の際には、関心対象のパラメータについて過大評価又は過小評価し

得る、生じ得るバイアスを特定するように注意を払うものとする。 
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用語集（GLOSSARY）の修正 

 

早期通報システム(Early warning system) 

とは、国、地域又はコンパートメントにおける疾病、感染又は外寄生の侵入又は出現適

時の検出、特定及び報告及び連絡の制度をいう。 
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C H A P T E R  1 . 4 .  
 

A N I M A L  H E A L T H  S U R V E I L L A N C E  

Article 1.4.1. 

Introduction and objectives 

1) In general, surveillance is aimed at demonstrating the absence of infection or infestation, determining the 
presence or distribution of infection or infestation or detecting as early as possible exotic diseases or 
emerging diseases. Animal health surveillance is a tool to monitor disease trends, to facilitate the control of 
disease infection or infestation, to provide data for use in risk analysis, for animal or public health purposes, 
to substantiate the rationale for sanitary measures and for providing assurances to trading partners. The 
type of surveillance applied depends on the available data sources and the outputs needed to support 
decision-making. The general recommendations in this chapter may be applied to all infections or 
infestations and all susceptible species (including wildlife) and may be refined. Specific surveillance is 
described in some listed disease-specific chapters.  

2) Wildlife may be included in a surveillance system because they can serve as reservoirs of infection or 
infestation and as indicators of risk to humans and domestic animals. However, the presence of an infection 
or infestation in wildlife does not mean it is necessarily present in domestic animals in the same country or 
zone, or vice versa. Surveillance in wildlife presents challenges that may differ significantly from those in 
surveillance in domestic animals. 

3) Prerequisites to enable a Member Country to provide information for the evaluation of its animal health 
status are: 

a) that the Member Country complies with the provisions of Chapters 3.1. to 3.4. on Veterinary Services; 

b) that, where possible, surveillance data be complemented by other sources of information, such as 
scientific publications, research data, animal production data, documented field observations and other 
data; 

c) that transparency in the planning, execution and results of surveillance activities, is in accordance with 
Chapter 1.1. 

4) The objectives of this chapter are to: 

a) provide guidance on the design of a surveillance system and the type of output it should generate; 

b) provide recommendations to assess the quality of surveillance systems. 

Article 1.4.2. 

Definitions 

The following definitions apply for the purposes of this chapter: 

Bias: means a tendency of an estimate to deviate in one direction from a true population parameter. 

Confidence: means the probability that the type of surveillance applied would detect the presence of infection or 
infestation if the population were infected and is equivalent to the sensitivity of the surveillance. Confidence 
depends on, among other parameters, the assumed prevalence of infection or infestation. 
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Probability sampling: means a sampling strategy in which every unit is chosen at random and has a known non-
zero probability of inclusion in the sample. 

Sample: means the group of elements (sampling units) drawn from a population, on which tests are performed or 
parameters measured to provide surveillance information. 

Sampling unit: means the unit that is sampled, either in a random survey or in non-random surveillance. This 
may be an individual animal or a group of animals, such as an epidemiological unit. Together, they comprise the 
sampling frame. 

Sensitivity: means the proportion of infected sampling units that are correctly identified as positive.  

Specificity: means the proportion of uninfected sampling units that are correctly identified as negative. 

Study population: means the population from which surveillance data are derived. This may be the same as the 
target population or a subset of it. 

Surveillance system: means the use of one or more surveillance components to generate information on the 
health status of animal populations. 

Survey: means a component of a surveillance system to systematically collect information with a predefined goal 
on a sample of a defined population group, within a defined period. 

Target population: means the population to which conclusions are to be inferred. 

Test: means a procedure used to classify a unit as either positive, negative or suspect with respect to an infection 
or infestation. 

Article 1.4.3. 

Surveillance systems  

In designing, implementing and assessing a surveillance system, the following components should be addressed 
in addition to the quality of Veterinary Services. 

1. Design of surveillance system 

a) Populations 

Surveillance should take into account all animal species susceptible to the infection or infestation in a 
country, zone or compartment. The surveillance activity may cover all individuals in the population or 
only some of them. When surveillance is conducted only on a subpopulation, inferences to the target 
population should be justified based on the epidemiology of the disease infection or infestation and the 
degree to which the subpopulation is representative of the target population. 

Definitions of appropriate populations should be based on the specific recommendations of the relevant 
chapters of the Terrestrial Code. 

b) Timing and temporal validity of surveillance data 

The timing and duration of surveillance should be determined taking into consideration factors such as: 

– objectives of the surveillance; 

– biology and epidemiology (e.g. pathogenesis, vectors, transmission pathways, seasonality); 

– risk of introduction and spread; 

22



 

OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/February 2018 

Annex 33b (contd) 

– husbandry practices and production systems; 

– accessibility of target population; 

– geographical factors; 

– climate conditions. 

Surveillance should be carried out at a frequency that reflects the epidemiology of the infection or 
infestation and the risk of its introduction and spread. 

c) Case definition 

Where one exists, the case definition in the relevant chapter of the Terrestrial Code should be used. If 
the Terrestrial Code does not give a case definition, a case should be defined using clear criteria for 
each infection or infestation under surveillance. For wildlife infection or infestation surveillance, it is 
essential to correctly identify and report host animal taxonomy, including genus and species.  

d) Epidemiological unit 

The relevant epidemiological unit for the surveillance system should be defined to ensure that it is 
appropriate to meet the objectives of surveillance.  

e) Clustering 

Infection or infestation in a country, zone or compartment usually clusters rather than being uniformly 
or randomly distributed through a population. Clustering may occur at a number of different levels (e.g. 
a cluster of infected animals within a herd or flock, a cluster of pens in a building, or a cluster of farms 
in a compartment). Clustering should be taken into account in the design of surveillance activities and 
considered in the statistical analysis of surveillance data, at least at what is judged to be the most 
significant level of clustering for the particular animal population and infection or infestation. 

ebis) Diagnostic tests 

Surveillance involves the detection of infection or infestation according to appropriate case definitions. 
Tests used in surveillance may range from detailed laboratory examinations to clinical observations 
and the analysis of production records.  

The performance of a test at the population level (including field observations) may be described in 
terms of its sensitivity, specificity and predictive values. Imperfect sensitivity or specificity, as well as 
prevalence, will have an impact on the conclusions from surveillance. Therefore, these parameters 
should be taken into account in the design of surveillance systems and analysis of surveillance data.  

Tests should be chosen in accordance with the relevant chapters of the Terrestrial Manual. 

f) Analytical methodologies 

Surveillance data should be analysed using appropriate methodologies and at the appropriate 
organisational level to facilitate effective decision-making, whether it be for planning disease control 
interventions or demonstrating health status. 

Methodologies for the analysis of surveillance data should be flexible to deal with the complexity of real 
life situations. No single method is applicable in all cases. Different methodologies may be used to 
accommodate different host species, pathogenic agents, production systems and surveillance systems, 
and types and amounts of data and information available. 
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The methodology used should be based on the best data sources available. It should also be in 
accordance with this chapter, fully documented and, whenever possible, supported by reference to 
scientific literature and other sources, including expert opinion. Sophisticated mathematical or 
statistical analyses should only be carried out when justified by the objectives of the surveillance and 
the availability and quality of field data. 

Consistency in the application of different methodologies should be encouraged. Transparency is 
essential in order to ensure objectivity and rationality, consistency in decision-making and ease of 
understanding. The uncertainties, assumptions made, and the effect of these on the final conclusions 
should be documented. 

g) Scope of the surveillance system 

When designing the surveillance system consideration should be given to the purposes of surveillance 
and how the information it generates will be used, the limitations of the information it will generate, 
including representativeness of the study population and potential sources of bias as well as the 
availability of financial, technical and human resources.  

h) Follow up actions 

The design of the surveillance system should include consideration of what actions will be taken on the 
basis of the information generated.  

2. Implementation of the surveillance system  

a) Diagnostic tests 

Surveillance involves the detection of infection or infestation according to appropriate case definitions. 
Tests used in surveillance may range from detailed laboratory examinations to clinical observations 
and the analysis of production records.  

Tests should be chosen in accordance with the relevant chapters of the Terrestrial Manual. 

i) Sensitivity and specificity: The performance of a test at the population level (including field 
observations) may be described in terms of its sensitivity, specificity and predictive values. 
Imperfect sensitivity or specificity, as well as prevalence, will have an impact on the conclusions 
from surveillance. Therefore, these parameters should be taken into account in the design of 
surveillance systems and analysis of surveillance data. 

The sensitivity and specificity values of the tests used should be specified for each species in 
which they may be used and the method used to estimate these values should be documented in 
accordance with Chapter 1.1.6. of the Terrestrial Manual. 

ii) Pooling: Samples from a number of animals or units may be pooled and subjected to a testing 
protocol. The results should be interpreted using sensitivity and specificity values that have been 
determined or estimated for that particular pool size and testing procedure. 

b) Data collection and management 

The success of a surveillance system is dependent on a reliable process for data collection and 
management. The process may be based on paper or electronic records. Even where data are 
collected for non-survey purposes (e.g. during disease control interventions, inspections for movement 
control or during disease eradication schemes), the consistency and quality of data collection and 
event reporting in a format that facilitates analysis is critical. Factors influencing the quality of collected 
data include: 
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– the distribution of, and communication between, those involved in generating and transferring 
data from the field to a centralised location; this requires effective collaboration among all 
stakeholders, such as government or non-governmental organisations, and others, particularly for 
data involving wildlife; 

– the ability of the data processing system to detect missing, inconsistent or inaccurate data, and to 
address these problems; 

– maintenance of raw data rather than the compilation of summary data; 

– minimisation of transcription errors during data processing and communication. 

3. Quality assurance 

Surveillance systems should be subjected to periodic auditing to ensure that all components function and 
provide verifiable documentation of procedures and basic checks to detect significant deviations of 
procedures from those specified in the design, in order to implement appropriate corrective actions. 

Article 1.4.4. 

Surveillance methods 

Surveillance systems routinely use structured random and non-random data collected by probability-based or 
nonprobability-based methods, either alone or in combination. A wide variety of surveillance sources may be 
available. These vary in their primary purpose and the type of surveillance information they are able to provide. 

1. Disease reporting systems 

Disease reporting systems are based on reporting of animal health-related events to the Veterinary Authority. 
Data derived from disease reporting systems can be used in combination with other data sources to 
substantiate claims of animal health status, to generate data for risk analysis or for early warning and 
response. Effective laboratory support is an important component of any reporting system. Reporting 
systems relying on laboratory confirmation of suspected clinical cases should use tests that have high 
specificity as described in the Terrestrial Manual.  

Whenever the responsibility for disease reporting falls outside the scope of the Veterinary Authority, for 
example human cases of zoonotic diseases or infections or infestations in wildlife, effective communication 
and data sharing should be established with between the Veterinary Authority and other relevant authorities.  

Participatory surveillance methods may be useful to collect epidemiological data that can support disease 
reporting systems. 

2. Data generated by control programmes and health schemes 

While focusing on the control or eradication of specific infections or infestations, control programmes or 
health schemes can be used to generate data that can contribute to other surveillance objectives.  

2. Surveys 

In addition to the principles in Article 1.4.3., the following should be considered when planning, implementing 
and analysing surveys. 

Surveys may be conducted on the entire target population (i.e. a census) or on a sample.  

The sources of data should be fully described and should include a detailed description of the sampling 
strategy used for the selection of units for testing. Also, consideration should be given to any biases that 
may be inherent in the survey design. 
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a) Survey design 

The target and study populations should first be clearly defined. Depending on the design of the survey, 
appropriate sampling units should be defined for each stage. 

The design of the survey will depend on the knowledge of the size, structure and distribution of the 
population, the epidemiology of the infection or infestation and the resources available. 

Data on the size, structure and distribution of wildlife populations often do not exist. However, they 
should be estimated to the extent possible before the survey is designed. Expert opinion can be sought 
in the gathering and interpretation of such population data. Historical population data should be 
updated since these may not reflect current populations. 

b) Sampling 

i) Objective 

The objective of probability sampling from a population is to select a subset of units that is 
representative of the population of interest with respect to the objective of the study, taking into 
account practical constraints imposed by different environments and production systems so that 
data from the study population can be extrapolated to the target population in a statistically-valid 
manner. When selecting epidemiological units within a population, probability sampling, such as a 
simple random selection, should be used. Where probability sampling is not feasible, non-
probability-based methods may be applied and should provide the best practical chance of 
generating a sample that is representative of the target population. The objective of non-
probability based sampling  should be to maximise the likelihood of detection of the infection or 
infestation. However, this type of sampling  may not be representative of the study and target 
population, unless risk factors are weighted and those weights capture the relative differences in 
risk and proportion between the subpopulation and the population.   

The sampling method used at all stages should be fully documented. 

ii) Sample size 

In surveys conducted to demonstrate the presence or absence of an infection or infestation the 
method used to calculate sample size depends on the size of the population, the design of the 
survey, the expected prevalence and possible clustering, the level of confidence desired of the 
survey results and the performance of the tests used. 

In addition, for surveys designed to estimate a parameter (e.g. prevalence) consideration should 
be given to the desired precision of the estimate.  

iii) Sample selection 

— probability-based sampling methods, such as: 

• simple random selection; 

• cluster sampling; 

• stratified sampling; 

• systematic sampling; or 
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— non-probability-based sampling methods, depending on: 

• convenience; 

• expert choice; 

• quota; 

• risk. 

3. Risk-based methods 

Surveillance activities targeting selected subpopulations in which an infection or infestation is more likely to 
be introduced or found, or more likely to spread, or cause other consequences (e.g. large economic losses 
or trade restrictions) are useful to increase the efficiency of detection and can contribute to early detection, 
freedom claims, disease control activities, and estimation of prevalence. Risk-based methods can be used 
for both probability and nonprobability selection of sampling units and data collection. The effect of the 
selection (i.e. its impact on probability of detection) should be estimated.  

Risk-based methods are useful to optimise the use of surveillance resources.  

4. Ante-mortem and post-mortem inspection 

Inspection of animals at slaughterhouses/abattoirs may provide valuable surveillance data. The sensitivity 
and specificity of slaughterhouse/abattoir inspection for detecting the presence of specified diseases will be 
influenced by: 

a) clinical and pathological signs;  

b) the training, experience and number of the inspection staff; 

c) the extent to which the Competent Authority is involved involvement of the Competent Authority in the 
supervision of ante-mortem and post-mortem inspection, including reporting systems; 

d) the quality of construction of the slaughterhouse/abattoir, speed of the slaughter chain, lighting quality, 
etc.; and 

e) independence of the inspection staff. 

Slaughterhouse/abattoir inspections are likely to provide good coverage for particular age groups and 
geographical areas only. Slaughterhouse/abattoir surveillance data may only be representative of a 
particular subpopulation (e.g. only animals of a particular class and age are likely to be slaughtered for 
human consumption in significant numbers). Such limitations should be recognised when analysing 
surveillance data. 

The usefulness of data generated by slaughterhouse/abattoir inspections is dependent on effective animal 
traceability that relates animals to their herd or flock or locality of origin. 

5. Laboratory investigation records 

Laboratory investigation records may provide useful data for surveillance. Multiple sources of data such as 
national, accredited, university and private sector laboratories should be integrated in order to increase the 
coverage of the surveillance system.  

Valid analysis of data from different laboratories depends on the existence of standardised diagnostic 
procedures and standardised methods for data recording and interpretation as well as a mechanism to 
ensure the traceability of specimens to herd or flock or locality of origin. 
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6. Biological specimen banks 

Specimen banks consist of stored specimens, gathered through representative sampling or opportunistic 
collection. Specimen banks may contribute to retrospective studies, including providing support for claims of 
historical freedom from infection or infestation, and may allow certain studies to be conducted more quickly 
and at lower cost than other approaches. 

57. Surveillance of Ssentinel units 

Surveillance of Ssentinel units involve the identification and regular testing of one or more animals of known 
health or immune status in a specified geographical location to detect the occurrence of infection or 
infestation. Sentinel units provide the opportunity to target surveillance depending on the risk of introduction, 
likelihood of infection or infestation, cost and other practical constraints. Sentinel units may provide evidence 
of freedom from infection or infestation, or of their distribution. 

68. Clinical observations surveillance 

Clinical observations of animals in the field are an important source of surveillance data. The sensitivity and 
specificity of clinical observations are highly dependent on the criteria used to define a suspected case. In 
order to allow comparison of data, the case definition should be standardised. Training of potential field 
observers in the application of the case definition and reporting is important. Ideally, both the number of 
positive observations and the total number of observations should be recorded. 

79. Syndromic data surveillance  

Systematic analysis of health data, including morbidity and mortality rates, production records and other 
parameters can be used to generate signals that may be indicative of changes in the occurrence of infection 
or infestation. Software may offer the prospect of extraction of syndromic data for aggregation and analysis.  

810. Other data sources 

a) Data generated by control programmes and health schemes 

While focusing on the control or eradication of specific infections or infestations, control programmes or 
health schemes can be used to generate data that can contribute to other surveillance objectives. 

b) Laboratory investigation records 

Laboratory investigation records may provide useful data for surveillance. Multiple sources of data such 
as national, accredited, university and private sector laboratories should be integrated in order to 
increase the coverage of the surveillance system.  

Valid analysis of data from different laboratories depends on the existence of standardised diagnostic 
procedures and standardised methods for data recording and interpretation as well as a mechanism to 
ensure the traceability of specimens to herd or flock or locality of origin. 

c) Biological specimen banks 

Specimen banks consist of stored specimens, gathered through representative sampling or 
opportunistic collection. Specimen banks may contribute to retrospective studies, including providing 
support for claims of historical freedom from infection or infestation, and may allow certain studies to be 
conducted more quickly and at lower cost than other approaches. 

da) Wildlife data 

Specimens for surveillance from wildlife may be available from sources such as hunters and trappers, 
road-kills, wild animal meat markets, sanitary inspection of hunted animals, morbidity and mortality 
observations by the general public, wildlife rehabilitation centres, wildlife biologists and wildlife agency 
field personnel, farmers and other landholders, naturalists and conservationists. Wildlife data such as 
census data, trends over time, and reproductive success can be used in a manner similar to farm 
production records for epidemiological purposes. 
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eb) Public health data 

For zoonotic diseases public health data may be an indicator of a potential change in the animal health 
status. The Veterinary Authority should coordinate with human health authorities and share data for 
integration into specific surveillance systems. 

fc) Environmental data 

Relevant environmental data such as rainfall, temperature, extreme climatic events, presence and 
abundance of potential vectors as described in Chapter 1.5., should also be integrated into the 
surveillance system.  

gd) Additional supporting data such as:  

i) data on the epidemiology of the infection or infestation, including host population distribution; 

ii) data on animal movements, including transhumance and natural wildlife migrations; 

iii) trading patterns for animals and animal products; 

iv) national animal health regulations, including information on compliance and effectiveness; 

v) history of imports of potentially infected material; 

vi) biosecurity in place; and 

vii) the risk of introduction of infection or infestation. 

9. Combination and interpretation of surveillance results 

Depending on the objective of surveillance, the combination of multiple sources of data may provide an 
indication of the overall sensitivity of the system and may increase the confidence in the results. The 
methodology used to combine the evidence from multiple data sources should be scientifically valid, and fully 
documented, including references to published material. 

Surveillance information gathered from the same country, zone or compartment at different times may 
provide cumulative evidence of animal health status. Repeated surveys may be analysed to provide a 
cumulative level of confidence. However, the combination of data collected over time from multiple sources 
may be able to achieve an equivalent level of confidence. 

Analysis of surveillance information gathered intermittently or continuously over time should, where possible, 
incorporate the time of collection of the information to take the decreased value of older information into 
account. The sensitivity and specificity of tests used and completeness of data from each source should also 
be taken into account for the final overall confidence level estimation. 

In assessing the efficiency of the surveillance system based on multiple sources, the Veterinary Authority 
should consider the relative contribution of each component to the overall sensitivity, while considering the 
primary objective of each surveillance component. 

Results from animal health surveillance systems are subject to one or more potential biases. When 
assessing the results, care should be taken to identify potential biases that can inadvertently lead to an over-
estimate or an under-estimate of the parameters of interest. 
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Article 1.4.5. 

Considerations in survey design 

In addition to the principles in Article 1.4.3., the following should be considered when planning, implementing and 
analysing surveys. 

1. Types of surveys 

Surveys may be conducted on the entire target population (i.e. a census) or on a sample.  

Surveys conducted in order to document freedom from infection or infestation should be conducted using 
probability-based sampling methods so that data from the study population can be extrapolated to the target 
population in a statistically valid manner. 

The sources of data should be fully described and should include a detailed description of the sampling 
strategy used for the selection of units for testing. Also, consideration should be given to any biases that 
may be inherent in the survey design. 

2. Survey design 

The target and study populations should first be clearly defined. Depending on the design of the survey, 
appropriate sampling units should be defined for each stage. 

The design of the survey will depend on the knowledge of the size, structure and distribution of the 
population, the epidemiology of the infection or infestation and the resources available. 

Data on the size, structure and distribution of wildlife populations often do not exist. However, they should be 
estimated to the extent possible before the survey is designed. Expert opinion can be sought in the 
gathering and interpretation of such population data. Historical population data should be updated since 
these may not reflect current populations. 

3. Sampling 

a) Objective 

The objective of probability sampling from a population is to select a subset of units that is 
representative of the population of interest with respect to the objective of the study, taking into account 
practical constraints imposed by different environments and production systems. When selecting 
epidemiological units within a population, probability sampling, such as a simple random selection, 
should be used. Where probability sampling is not feasible, non-probability based methods may be 
applied and should provide the best practical chance of generating a sample that is representative of 
the target population. The objective of non-probability based sampling is to maximise the likelihood of 
detection of the infection or infestation. However, this type of sampling will not be representative of the 
study and target population.  

The sampling method used at all stages should be fully documented. 

b) Sample size 

In surveys conducted to demonstrate the presence or absence of an infection or infestation the method 
used to calculate sample size depends on the size of the population, the design of the survey, the 
expected prevalence, the level of confidence desired of the survey results and the performance of the 
tests used. 

In addition, for surveys designed to estimate a parameter (e.g. prevalence) consideration should be 
given to the desired precision of the estimate.  
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c) A sample may be selected by either: 

i) probability-based sampling methods, such as: 

– simple random selection; 

– cluster sampling; 

– stratified sampling; 

– systematic sampling; or 

ii) non-probability-based sampling methods, depending on: 

– convenience; 

– expert choice; 

– quota; 

– risk. 

Article 1.4.5. 

Early warning systems 

An early warning system is essential for the timely detection, reporting and communication of occurrence, 
incursion or emergence of diseases, infections or infestations, should be under the control of the Veterinary 
Authority and should include the following: 

1) appropriate coverage of target animal populations by the Veterinary Services; 

2) laboratories capable of diagnosing and differentiating relevant infections or infestations; 

3) training and awareness programmes for veterinarians, veterinary paraprofessionals, livestock owners or 
keepers and others involved in handling animals from the farm to the slaughterhouse/abattoir, for detecting 
and reporting unusual animal health incidents; 

4) a legal obligation by relevant stakeholders to report suspected cases or cases of notifiable diseases or 
emerging diseases to the Veterinary Authority with following information: 

‒ the disease or pathogenic agent suspected, with brief descriptions of clinical signs or lesions observed, 
or laboratory test results as relevant; 

‒ the date when the signs were first noticed at the initial site and any subsequent sites; 

‒ the names and addresses or geographical locations of suspected infected establishments or premises; 

‒ the animal species affected, including possible human cases, and the approximate numbers of sick 
and dead animals; 

‒ initial actions taken, including biosecurity and precautionary movement restrictions of animals, products, 
staff, vehicles and equipment; 

5bis) epidemiological investigations of suspected cases and cases conducted by the Veterinary Services, taking 
into account the following: 

‒ biosecurity to be observed when entering and leaving the establishment, premises or locality; 

‒ clinical examinations to be undertaken (number and types of animals); 
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‒ samples to be taken from animals showing signs or not (number and types of animals), with specified 
sampling and sample handling equipment and sample handling procedures, including for the safety of 
the investigator and animal owners; 

‒ procedure for submitting samples for testing; 

‒ size of the affected establishment, premises or locality and possible entry pathways; 

‒ investigation of the approximate numbers of similar or possibly susceptible animals in the 
establishment and its surroundings; 

‒ details of any recent movements of possibly susceptible animals or vehicles or people to or from the 
affected establishments, premises or locality; 

‒ any other relevant epidemiological information, such as presence of the suspected disease in wildlife or 
abnormal vector activity; 

‒ all suspected case investigations should provide a result, either positive or negative. Criteria should be 
established in advance for a case definition; 

6) effective systems of communication between the Veterinary Authority and relevant stakeholders; 

7) a national chain of command. 

Early warning systems are an essential component of emergency preparedness. 

When a case of a listed disease is detected, notification shall be made to the OIE in accordance with Chapter 1.1. 

Article 1.4.6. 

Surveillance to demonstrate for freedom from an infection or infestation 

This article provides general principles for declaring freedom from an infection or infestation, including for the 
recognition of historical freedom. 

1. Demonstration of freedom 

A surveillance system to demonstrate freedom from an infection and infestation should meet the following, 
in addition to the general principles outlined in Article 1.4.3. 

Freedom implies the absence of the pathogenic agent infection or infestation in an animal population in the 
country, zone or compartment. Scientific methods cannot provide absolute certainty of this absence. 
Therefore, demonstrating freedom, except for historical freedom, involves providing sufficient evidence to 
demonstrate to a desired level of confidence (to a level of confidence acceptable to Member Countries) that 
infection or infestation with a specified pathogenic agent, if present, is present in less than a specified 
proportion of the population. 

However, finding evidence of infection or infestation at any prevalence in the target population automatically 
invalidates any freedom claim unless otherwise stated in the relevant chapter of the Terrestrial Code. The 
implications for the status of domestic animals of when infection or infestation is present in wildlife in the 
same country or zone should be assessed in each situation, as indicated in the relevant chapter of the 
Terrestrial Code.  

Evidence from probability-based and nonprobability risk-based data sources collection, as stated before, 
may increase the sensitivity of the surveillance level of confidence or be able to detect a lower prevalence 
with the same level of confidence as structured surveys. 
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2. Requirements to declare a country or a zone free from an infection or infestation 

a) Prerequisites, unless otherwise specified in the relevant chapter of the Terrestrial Code: 

i) the infection or infestation has been a notifiable disease; 

ii) an early warning system has been in place for all relevant species; 

iii) measures to prevent the introduction of the infection or infestation have been in place; 

iv) no vaccination against the disease has been carried out; 

iv) the infection or infestation is not known to be established in wildlife within the country or zone. 

b) Historical freedom 

Unless otherwise specified in the relevant chapter of the Terrestrial Code, a country or zone may be 
considered free without formally applying a pathogen-specific surveillance programme when: 

i) the prerequisites listed in point a) are complied with for at least the past 10 years; 

ii) the pathogenic agent is likely to produce identifiable clinical or pathological signs in susceptible 
animals; 

iii) for at least 25 years there has been  no occurrence of infection or infestation or eradication has 
been achieved for the same length of time. 

c) Where historical freedom cannot be achieved demonstrated: 

i) the prerequisites listed in a) are have been complied with for at least as long as the surveillance 
has been in place; 

ii) pathogen-specific surveillance has been applied as described in this chapter and in the relevant 
chapter of the Terrestrial Code, if it exists, and has not detected any occurrence of the infection or 
infestation. 

3. Requirements to declare a compartment free from infection or infestation 

a) The prerequisites listed in points 2 a)i) to iiiiv) are complied with for at least as long as the surveillance 
has been in place; 

b) ongoing pathogen-specific surveillance has been applied as described in this chapter and in the 
relevant chapter of the Terrestrial Code, if they it exists, and has not detected any occurrence of the 
infection or infestation.  

4. Recommendations for the maintenance of freedom from infection or infestation 

Unless otherwise specified in the relevant chapter of the Terrestrial Code, a country or zone that has 
achieved freedom in accordance with the provisions of the Terrestrial Code may maintain its free status 
provided that:  

a) the infection or infestation is a notifiable disease; 

b) an early warning system is in place for all relevant species; 

c) measures to prevent the introduction of the infection or infestation are in place; 

d) surveillance adapted to the likelihood of occurrence of infection or infestation is carried out. Specific 
surveillance may not need to be carried out if supported by a risk assessment addressing all identified 
pathways for introduction of the pathogenic agent and provided it the pathogenic agent is likely to 
produce identifiable clinical or pathological signs in susceptible animals; 
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e) vaccination against the disease is not applied; 

ef) the infection or infestation is not known to be established in wildlife. It can be difficult to collect 
sufficient epidemiological data to prove absence of infection or infestation in wild animal populations. 
In such circumstances, a range of supporting evidence should be used to make this assessment. 

Article 1.4.7. 

Surveillance considerations in support of disease control programmes 

Surveillance is an important component in disease control programmes and can be used to determine the 
distribution and occurrence of infection or infestation or of other relevant health-related events. It can be used to 
assess progress and aid in decision-making in the control or eradication of selected infections or infestations. 

Surveillance used to assess progress in control or eradication of selected infections or infestations should be 
designed to collect data about a number of variables such as: 

1) prevalence or incidence of infection or infestation; 

2) morbidity and mortality; 

3) frequency of risk factors and their quantification; 

4) frequency distribution of results of the laboratory tests; 

5) post-vaccination monitoring results; 

6) frequency distribution of infection or infestation in wildlife. 

The spatial and temporal distribution of these variables and other data such as wildlife, public health and 
environmental data as described in point 810) of Article 1.4.4. can be useful in the assessment of disease control 
programmes.  

Article 1.4.8. 

Early warning systems 

An early warning system is essential for the timely detection, identification and reporting of occurrence, incursion 
or emergence of infections or infestations, and should include the following: 

1) appropriate coverage of target animal populations by the Veterinary Services; 

2) effective disease investigation and reporting; 

3) laboratories capable of diagnosing and differentiating relevant infections or infestations; 

4) training and awareness programmes for veterinarians, veterinary paraprofessionals, livestock owners or 
keepers and others involved in handling animals from the farm to the slaughterhouse/abattoir, for detecting 
and reporting unusual animal health incidents; 

5) a legal obligation by relevant stakeholders to report suspected cases or cases of notifiable diseases or 
emerging diseases to the Veterinary Authority; 

6) effective systems of communication between the Veterinary Authority and relevant stakeholders; 

7) a national chain of command. 

Early warning systems are an essential component of emergency preparedness. 
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Article 1.4.9. 

Combination and interpretation of surveillance results 

Depending on the objective of surveillance, the combination of multiple sources of data may provide an indication 
of the overall sensitivity of the system and may increase the confidence in the results. The methodology used to 
combine the evidence from multiple data sources should be scientifically valid, and fully documented, including 
references to published material. 

Surveillance information gathered from the same country, zone or compartment at different times may provide 
cumulative evidence of animal health status. Repeated surveys may be analysed to provide a cumulative level of 
confidence. However, the combination of data collected over time from multiple sources may be able to achieve 
an equivalent level of confidence. 

Analysis of surveillance information gathered intermittently or continuously over time should, where possible, 
incorporate the time of collection of the information to take the decreased value of older information into account. 
The sensitivity and specificity of tests used and completeness of data from each source should also be taken into 
account for the final overall confidence level estimation. 

In assessing the efficiency of the surveillance system based on multiple sources, the Veterinary Authority should 
consider the relative contribution of each component to the overall sensitivity, while considering the primary 
objective of each surveillance component. 

Results from animal health surveillance systems are subject to one or more potential biases. When assessing the 
results, care should be taken to identify potential biases that can inadvertently lead to an over-estimate or an 
under-estimate of the parameters of interest. 

____________________________ 
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G L O S S A R Y  

EARLY WARNING SYSTEM 

means a system for the timely detection, identification and reporting and communication of an incursion or 
emergence of diseases, infections or infestations in a country, zone or compartment. 

 

____________________________ 
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第 4.Y章 

リスト疾病及び新興疾病 及びリスト疾病 の公式制御 発生時の管

理 

第 4.Y.1条 

序論 

加盟国での OIEリスト疾病または人獣共通感染症を含む新興疾病の発生時には、獣医サ

ービスは、当該疾病の拡散及び影響を最小限にするため、又は可能であれば撲滅するた

め、疾病の生じ得る影響に応じて 及びリスク分析の結果に基づいた対応 防疫措置を講

じるものとする。これらの措置は、新たな 危害 疾病に対する、及び発生の管理に対す

る迅速な対応から、地域性の 感染または外寄生 疾病に対する長期間の管理まで様々で

ありうる。 

本章の目的は、人獣共通感染症を含むリスト疾病及び新興疾病の発生へ対応する公的管

理プログラム 計画 を準備、作成及び実施するための勧告を提供することである。本章

の目的は、全疾病に対応できる出来合いの解決策を提示するものではなく、むしろ整理

された制御プログラム 計画 を通じて動物疾病と闘う際に従うべき原則を概説すること

である。 

獣医当局はどの疾病に公的管理プログラムを設定し、どの規制レベルにするのかを定め

るものとする。疾病制御プログラム 計画 は、必要な規制や技術的及び財政的手段を配

備し、適切な利害関係者及び他の機関と密接な関係の中で獣医当局及び獣医サービスに

よって適切に事前に準備されるものとする。 

制御計画 それらは、リスク分析を通じて発展され、動物衛生、公衆衛生、社会・経済、

アニマルウェルフェア及び環境的視点の考慮の下、論理的に正当性を与えられるものと

する。それらは可能であれば適切な費用便益解析によって支持され、必要な規制や技術

的及び財政的手段を内包するものとする。 

公的管理プログラム計画は、単純に個人の活動では十分に対応出来ない状況に対して、

明確で定量的な目標の達成を目的として作成されるものとする。疫学的、環境的又は社

会・経済的な流行状況に応じて、そのゴールは影響を減少させることから、ある 疾病

感染または外寄生を撲滅することまで変わり得る。 

いかなる場合であっても、疾病発生の 管理計画の構成は、早期 検出 警戒制度（警報手

続きを含む）や迅速な反応、及 び迅速かつ 効果的な処置からなり、長期間の措置がこ

れに続き得る。計画は 常に 出口戦略を含むものとする。過去の発生から学び、対応の

流れを振り返り、手法の改善を図ることは、進展していく 疫学的 状況に適合させるた

めに、及び将来、よりよい実施をするために重要である。他の加盟国の獣医サービスの

経験から有用な教訓を得る可能性もある。計画が目的に合致しており、合理的、柔軟か

参考資料２ 
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つ明確であること、並びに 現場の 職員の訓練及び利害関係者の 疾病発生時の対応の実

施における自身の それぞれの役割及び責任への十分な理解を確保するため、計画は定

期的に検証されるものとする。このことは、その加盟国に存在しない疾病に対して特に

重要である。 

第 4.Y.2条 

法的枠組み及び規制環境 

1)新興疾病及び リスト疾病及び新興疾病を効果的に制御するために、獣医当局は以下

を確認するものとする。 

— 特に、人獣共通感染症を含む伝染性動物疾病の予防及び制御を扱う獣医サービスが

第 3.1章の原則に合致していること。 

— 獣医法令が第 3.4章の原則に合致していること。 

2)特に、獣医サービスが動物疾病の発生と最も効果的に闘うために、獣医法令及び他の

関係する法的枠組みは以下の事項に対応するものとする。 

— 明示された権限を持つ担当官を含む、法的権限や命令系統及び責任者の構成。特に、

可能であれば所有者の好意による補助の下での、サーベイランス及び疾病管理活動

を目的とした飼育施設又は動物市場、と畜場／食肉処理場及び動物産品加工場など

のその他の関係企業への立ち入り。 

— 疫学調査、ラボ診断、消毒、殺虫、ワクチン及びその他の重要な供給品の資金源 

— 疾病制御プログラムの中又は移動制限で損害を受けるであろう家畜及び財産の補

償政策と資金源 

— 他の当局、特に法令執行当局や公衆衛生当局との調整 

3)さらに、疾病制御 政策 活動上の特定の規則、政策及び手引きは、以下を含むものと

する。 

— 通報疾病リストの定期的な更新を含む、潜在的な疾病 リスクの特定及び優先順位付

けするためのリスク分析 

— 新興疾病及び リスト疾病及び新興疾病の疑似症例及び、症例、疑似汚染飼育施設、

汚染飼育施設、隣接飼育施設 の報告及び管理の定義及び手順 

— 直接的または間接的に疾病によって影響を受けた 感染した 施設の管理に関する手

順 

— 発生の疫学調査の手順。これには動物及び動物に由来する物品の追跡を含む。 

— 汚染地域及びその他の地域、たとえば清浄地域、防護地域、封じ込め地域、又はサ

ーベイランス強化地域等の比較的限定されていない地域等の宣言や管理の定義及

38



第 4.Y章 リスト疾病及び新興疾病の公式制御 

2018 年 2 月 OIE－陸生動物衛生コード委員会   3 

び手順 

— 動物試料の収集、運搬及び試験の手順 

— 動物個体 の 識別及び動物個体識別制度の手順 

— 可能な限りの停止又は義務的な獣医師による証明を含む、特定の地域又は飼育施設

若しくはその他関連企業内での、への、又はからの関係する動物、動物産品及び媒

介が可能な物品の移動制限の手順 

— 関連する野生動物を含む感染又は潜在的感染動物及び汚染又は潜在的汚染産品及

び物品の殺処分又はと畜及び安全な廃棄又は処理の手順 

— 感染又は潜在的感染動物由来物品及び、かいば、敷料、くず類といったその他物品

の安全な廃棄又は処理の手順 

— 飼育施設や関係の建物、船を含む乗り物類又は設備の洗浄、消毒及び殺虫の手順 

— 動物の所有者に対する補償の明確な基準や実施手段を含む、動物及び動物産品の所

有者に対する補償手順 

— 飼育施設と関連する建物、車両又は設備の洗浄、消毒及び殺虫の手順 

— 関連する義務的な緊急ワクチン接種又は動物の処置及びその他の必要な疾病制御

活動の手順 

— 対策終了後のサーベイランス及びステータス回復の手順 

第 4.Y.3条 

準備 

伝染性疾病への新たな発生または出現への迅速かつ効果的な対応は準備状況のレベル

に依存する。獣医当局は、自身の主要機能の 1つとして、準備計画及び実施を統括する

ものとする。伝染性疾病の新たな発生又は出現への迅速かつ効果的な対応は、準備状況

のレベルに依存する。 

準備は、リスク分析により 正当化 支持され、事前に計画され、訓練、能力向上及び防

疫演習を含むものとする。 

１．リスク分析 

どの リスト疾病が、どの程度の準備計画を要するかを決定するために、輸入リスク分

析を含む第 2.1章に合致したリスク分析を利用するものとする。 

リスク分析は、最大のリスクとなる病原体を特定し、どの準備が最も重要であるかを明

らかにする。このことにより、リスク分析は、疾病の脅威の優先順位付け及びその後の

活動の区分に寄与する。さらに、リスク分析は最善な戦略及び制御策の確立に寄与する。 
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リスク分析は、変化（例えば新しい病原体、又は以前から主要なリスクとされていた病

原体の分布及び病原性の変化及び想定される伝搬経路の変化）を検出できるよう、定期

的に 更新 見直され、最新の科学的知見を考慮に入れて、随時更新されるものとする。 

２．計画 

計画には以下の４点があり、政府又は地方当局及び利害関係者が何をすべきかが記載さ

れており、広範な準備及び対応システムが含まれる。 

ａ）通報疾病又は新興疾病 及び通報疾病 の発生前に何がなされるべきかを概説した準

備計画 

ｂ）通報疾病又は新興疾病 及び通報疾病 の出現時に何がなされるべきかを、疑似症例

が報告された時点から詳述した対応又は緊急時計画 

ｃ）対応又は緊急時計画において要請される特定の任務を実行する際の、現場 職員や

利害関係者に対する包括的な一連の指示 

ｄ）発生 通報疾病又は新興疾病の管理において得られた経験に照らして修正された手

順及び実施がれきるだけ含まれた通常活動への安全な回復のための復帰計画 

３．防疫演習 

獣医サービス及び全ての利害関係者は、準備の程度を評価し、計画又は職員の能力のギ

ャップを埋めるための、十分な数の職員及び利害関係者を動員する防疫演習の企画を通

じて、緊急時計画の枠組みの中でなされる一連の措置を認識するものとする。防疫演習

は近隣諸国の獣医サービスにより共同開催され得る。 

第 4.Y.4条 

サーベイランス及び早期警戒 検出 制度 

１）獣医当局が付けた優先順位に応じて疑似症例を検出し、除外又は確定を行うために、

獣医サービスはリスト疾病について、第 1.4 章 又は 及びリスト疾病個別章に従っ

て適切なサーベイランスを実施するものとする。疫学及び環境の状況によって、サ

ーベイランスは適合させるものとする。早期警戒制度は迅速な対応が望ましい感染

及び外寄生に対して実施され、第 1.4章の関連する条項に合致するものとする。ベ

クターサーベイランスは、第 1.5章に従って実施されるものとする。 

  全ての疑い事例の調査は陽性又は陰性の結果を示さなければならない。判断基準は

発生が確認される前に定められているべきである。診断の確定は臨床症状、剖検の

結果、疫学情報、精密検査の結果又はこれらの組み合わせにより、陸生動物コード

又は陸生動物マニュアルに従って行われる。強い疑いがあり、しかしながらそれが

確定的ではない場合、地域における予防的な対策が開始されるべきである。疾病の

発生が確定した場合、事前の計画のとおり全ての対策が実施されるべきである。 

２）適切なサーベイランスを実施するために、獣医当局は、優れた診断能力を利用でき

ているものとする。つまり、獣医師及び他の関係する獣医サービスの人員は、疾病、
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疾病の臨床学的及び病理学的兆候及び疫学について適切な知識を有しており、また、

関連疾病の動物試料を検査できる認定を持った診断施設が利用できる状態である

ということである。 

３）通報疾病の疑似症例は獣医当局へ遅滞なく報告されるものとし、理想的には以下の

情報を含む。 

― 臨床症状又は認められた病変についての概要又は関連する診断施設での検査結果

を伴う、疑われる疾病又は病原体 

― 最初の及びその後の場所において、症状が最初に報告された日付 

― 感染が疑われる飼育施設又は建物の名称及び住所又は地理的所在 

― 可能であれば、人への感染例も含めて、感染した動物種並びに発症及び死亡した動

物の概数 

― バイオセキュリティー並びに動物、物品、職員、車両及び機器の予防的な移動制限

を含む、実施された初動措置 

４）以下が考慮された調査が、疑似症例の報告後、直ちに獣医サービスにより実施され

るものとする。 

― 飼育施設、建物又はその土地に立ち入り及び退去する際に遵守すべきバイオセキュ

リティー 

― なされている臨床検査（動物の数及び種類） 

― 調査員及び動物の所有者の安全性の確保を含む特定のサンプリング法及び試料を

扱う器具と手順によって、症状を呈するまたは呈していない動物（数及び種類）か

ら採取された試料 

― 検査のための試料の送付手順 

― 感染飼育施設、建物又は土地の大きさ及び可能な入場経路 

― 当該飼育施設及びその周辺にいる類似の又は感受性動物の概数の調査 

― 感染飼育施設、建物又は土地に出入りした感受性動物若しくは車両又は人の最近の

動きの詳細 

― 野生動物において疑われる疾病の存在や通常とは異なるベクター活動など、その他

関連する疫学情報 

獣医当局への所見の報告及び記録のために、手続きが執られることとする。 

５）全ての疑似症例の調査は、陽性であれ陰性であれ、結果を出すこととする。症例定

義のための基準が、事前に作成されているものとする。陸生コード又は陸生マニュ

アルの関連条に基づく臨床及び死語所見、疫学情報、ラボ検査の結果又はこれらの
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組み合わせに基づき、確定診断を行うことができる。確定的ではないが指示できる

所見に基づく強い疑いは、予防措置としての地域的な管理措置を実施することとな

る。症例が確定すれば、計画通りに全ての衛生措置が実施されるものとする。 

６）リスト疾病の症例が発見された際には、第 1.1章に従って OIEへの通報が行われな

ければならない。 

第 4.Y.5条 

発生管理の際の一般的考慮事項 

一度公的管理プログラムの対象となる通報疾病又は新興疾病及び通報疾病の発生が確

定したら の確認にあたっては、効果的なリスク管理は、以下を目的とした、同時に又

は連続して行われる措置の組合せの適用によることとなる。 

１）以下を通じた、病原体源の除去 

― 感染又は感染していると疑われる動物の適切な殺処分又はと畜並びに死んだ動物

及び汚染したおそれのある産品の安全な廃棄 

― 建物及び機器の洗浄、消毒、及び関連あれば駆虫 

２）以下を通じた、感染拡大の防止 

― 動物、車両及び機器の移動制限 

― バイオセキュリティー 

― リスクのある動物のワクチン接種、治療又は淘汰 

― コミュニケーション及び啓発 

計画に期待される結果（例：撲滅、封じ込め又は部分的な制御）及び疫学的、環境的、

経済的及び社会的状況により、異なった戦略が選択される場合がある。獣医当局は、事

前及び発生発見時に状況を分析するものとする。例えば、措置を講ずる時の最初の時点

で、疾病がより広く拡大し、汚染場所がより多くなっていれば、淘汰を主な撲滅手段と

しても効果は低く、ワクチン接種又は治療を単独で又は淘汰と併用して実施するなど、

他の制御手段が必要となってくるかもしれない。ベクター又は野生動物の関与も、制御

戦略に大きな影響を持ち得、また別の対策が選択され得る。こうして選択された対策は、

反対に、制御計画の結果に影響を持つ。 

いずれの場合においても、管理計画では、期待される利益に関する措置の費用を考慮す

るものとし、少なくとも、規制、政策又は指導に基づく措置により生じる損失について

所有者に対しての補償を含めるものとする。 

高い伝染性または大きな影響のある疾病の事例の場合おいては、管理計画は事例指揮系

統のような分野間の仲介機構を通じて緊密に調整されるものとする。 
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 第 4.Y.6条  

動物の淘汰及び死亡した動物及び動物由来製品の廃棄 

生きた感染動物は、最大の病原体排出源で ある ありうる。これらの動物は直接、病原

体を他の動物に伝播させる場合があ り、る。それらはまた、飼育及び取扱い機器、寝

わら、飼料、車両、及び人の被服や靴を含む媒介物の汚染、または環境の汚染を通じて、

間接的な感染 にもつながる をひきおこす場合がある。死体は、死後も一定期間、汚染

されているものの、動物が殺処分又はと畜されると、病原体の積極的な排出は事実上、

止まる。このように、動物の淘汰は、伝染性疾病の制御のため、しばしば選好される戦

略である。 

獣医サービスは、死亡した動物及び動物由来製品に対するいかなる淘汰、殺処分 また

は処分にかかる戦略も、病原体の伝播経路に応じて選択されるものとする。摘発淘汰政

策は、伝染性の高い疾病や、当該国又は地域が以前清浄であった又は清浄になりつつあ

った場合に、より選好される戦略である。一方、検査後淘汰などの他の戦略は、伝染性

の低い疾病や疾病が蔓延している場合に、より適している。 

動物の殺処分又は動物産品の廃棄を含む防疫措置が最大限効果的になるように、第 4.1

章及び 4.2 章に従って動物個体識別及び動物トレーサビリティが実施されているもの

とする。 

動物のと畜又は殺処分は、それぞれ第 7.5章又は 7.6章に従って実施されるものとする。 

動物の死体及び汚染されたおそれのある産品の廃棄は、第 4.12 章に従って実施される

ものとする。 

１．摘発淘汰 政策 

摘発淘汰政策は基本的に、感染又は原因となる病原体の直接又は間接的暴露を含む

感染の疑われる動物の殺処分により成る。この戦略はほとんどの伝染性疾病に利用

される。 

摘発淘汰政策は、汚染飼育施設及び、関連すれば、汚染飼育施設と疫学関連のある

と見られるその他の飼育施設に限るか、又は、先んじて動物数を減少させることで

病原体の急速な拡大を止められる場合は、特定の地域の全ての飼育施設に拡大する

ことができる。 

摘発淘汰は汚染飼育施設に存在した全ての動物種又は全ての感受性動物種に適用

する、又は感染動物と同種の動物のみに限って適用することができる。 

殺処分はその場で実施されるのが望ましいものとし、死体 は についてもその場で

又は直接安全にレンダリング施設又は専用の場所まで運搬されて処理されること

が望ましいものとする。もし、飼育施設の外で殺した場合は、動物は、他の動物と

の直接又は間接的接触をさせずに、直接、それぞれ専用の認可されたレンダリング

施設又はと畜場／食肉処理場に運搬されるものとする。と畜された動物及びそれら

の産品は、他のものとは別に処理されるものとする。 
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摘発淘汰は汚染設備に存在した全ての動物種又は全ての感受性動物種に適用する、

又は感染動物と同種の動物のみに限って適用することができる。 

殺した又はと畜した、動物由来の産品（死体、肉、乳、卵、又は遺伝物質から体毛、

羊毛、羽または糞尿 スラリーまで ）に及ぶ動物由来の産品は病原体を不活化する

方法で廃棄又は処理されるものとする。不活化処理は、リスト疾病個別章の関連条

に従って実施されるものとする。 

摘発淘汰の手順は、動物と直接又は間接的に接触した設備及び資材とともに、飼育

施設及び動物、死体又は産品の運搬に利用される車両又は船舶の洗浄及び消毒を体

系的に含んでいる。ベクター媒介性疾病又は寄生虫の外寄生の際には、手順に殺菌

又は駆虫を含む場合がある。これらの手順は、第 4.13 章の関連条に従って実施さ

れるものとする。 

２．検査及び淘汰 

本戦略は、原則として、動物群から排除し、と畜又は殺して処分するために、感染

が証明された 動物を発見することによる。本戦略 これ は、より伝染性の低い又は

拡大が遅い疾病に対して利用される ものとする 。獣医組織は感染及び外寄生の疫

学または入手した診断結果の特徴に基づく異なる検査及び淘汰戦略を用いる場合

がある。特に、検査及び淘汰戦略の設計は検査の感度と特異度に依存することにな

る。 

淘汰する動物を選ぶことを別にすると、処理、治療及び死んだ又はと畜された動物

及びそれらの産品の処分について、摘発淘汰と同様の原則が適用される。 

 第 4.Y.7条  

移動の制御 

生きた動物、動物産品及び汚染資材の移動による疾病の拡大は、適切に執行される移動

制限により管理されるものとする。 

これらの制限は、一又はそれ以上の動物種及びそれらに関連する製品に適用することが

でき、人間、車両又は船舶及び設備にも適用できる。これらは、移動前の認証から全て

の移動停止措置まで多様であり、一又はそれ以上の飼育施設に限ることも、特定の地域

にわたることも、国全体に及ぶこともある。制限には、それぞれの動物又は動物群を完

全に隔離することや、ベクターからの防御等の特定の規則を移動の際に適用することを

含むことができる。 

移動の制御に課した特定の規則は、特定の地域にそれぞれ適用するものとする。移動制

限の効果的な実施を確保するために、必要に応じて物理的な障壁を設置する ものとす

る 場合がある。 

他の疾病制御措置（例：摘発淘汰政策）が終了し、サーベイランス及び見直されたリス

ク分析によりもはや必要ないことが示されるまで、移動の制御を実施するものとする。 
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獣医サービスは、越境性疾病の場合の近隣諸国の獣医サービスとの調整と同様に、地方

当局 、及び法令執行機関といった関連当局と連携するとともに、メディアとも意思疎

通を図り、移動の制限措置を調整するものとする。 

第 4.Y.8条 

バイオセキュリティー 

特に人の衣服及び靴、機器、車両及び船舶 及び 、環境、または媒介物として振舞い得

るあらゆる物品の汚染を防ぐ措置として、感染飼育施設又は汚染地域の外への病原体の

拡散を防止するために、及び、第 4.Y.5条から 4.Y.7条に記載されている管理措置に加

えて、バイオセキュリティーが実施されるものとする。 

消毒が適用される際には、特定の消毒剤が踏込槽又は車両の車輪の消毒槽に利用される

ものと し、する。単回使用の資材及び衣服または有効に清掃及び消毒された資材及び

衣服を動物及び動物産品の取扱いの際に利用するものと し、する。野生動物及びその

他の意図せぬ動物からの設備防護が確保されているものと し、する。排泄物、廃液及

びその他の汚水が収集され適切に処理されているものとする。 

第 4.Y.9条 

ワクチン接種 及び治療 

伝染性疾病の発生への対応としてのワクチン接種は第 4.X 章に従い実施されるものと

する。 

発生への対応としてのワクチン接種は、ワクチンバンクを含むワクチンの提供源を指定

し、緊急ワクチン接種及びワクチンの包囲接種等の実施可能な戦略を計画した事前計画

を必要とする。 

特に感染又は疾病からの防御レベル及び、ワクチンにより現れる免疫反応と病原体の感

染により現れる免疫反応との識別可能性などのワクチンの特性が、よく理解されている

ものとする。 

ワクチン接種は継続する感染又は病原体の伝播を隠してしまう場合があるものの、病原

体の排出を減ずることで感染の増加率を低下させるために利用することができる。特に、

摘発淘汰が適さない場合には、検査及び淘汰戦略などの他の戦略の適用に十分な低さま

で、ワクチン接種は感染の 循環 流行を減ずることができる。 

発生及び疾病のまん延を制御するための手法としてワクチン接種を利用する場合はい

つも、出口戦略、つまり、いつ、どのようにワクチン接種を止めるか、又はワクチン接

種を恒常的なものとすべきか否かを、制御計画に含めるものとする。 

第 4.Y.10条 

区画化政策（zoning） 

獣医当局は、第 4.3章に従い、区画化政策の手法を利用するものとする。 
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疾病制御及び撲滅のための区画化政策は、本質的には、地域に応じてそれぞれ別に適用

される殺処分及びと畜、移動の制御、ワクチン接種及びサーベイランスの措置と関連し

て利用される。病原体の拡大を防止するために、及び領土内の疾病の影響のない部分の

ステータスを維持するために、特に領土内の疾病の影響がある部分に、資源が集中され

るものとする。 

通報疾病又は新興疾病 及び通報疾病 の発生に対して 定義 設定された地域とは、通常、

汚染地域、封じ込め地域、防御地域、封じ込め地域、である。しかしながら、又は他種

類の地域（例：重点サーベイランス地域 、または重点ワクチン接種地域 ）のような多

種類の地域もまた用いることができる である場合がある。 

第 4.Y.11条 

発生管理におけるコミュニケーション 

疾病制御措置の最良な実施のため、獣医サービスは一般市民を含む全ての関心ある利害

関係者とのよいコミュニケーションを確保するものとする。これは、とりわけ生産者、

獣医師、動物看護士、地方当局、メディア、消費者及び一般市民を対象とした啓発キャ

ンペーンを通じて実施されるものとする。 

獣医サービスは、第 3.3章に従って、発生の前、最中、及び後にコミュニケーションを

行うものとする。 

第 4.Y.12条 

特定の対策終了後サーベイランス 

制御計画 公的管理プログラムの効果を監視し、重視組織が設定した別の地域の残りの

動物個体群の状態を評価するために、特定のサーベイランスが実施されるものとする。 

このサーベイランスの結果は、可能な場合には、地域の範囲の再設定及び淘汰やワクチ

ン接種戦略の再評価を含む、実施された措置の再評価と、最終的には清浄性ステータス

の復帰のために利用されるものとする。 

このサーベイランスは第 1.4 章及びリスト疾病個別章の関連条に従って行われるもの

とする。 

第 4.Y.13条 

更なる発生調査、モニタリング、評価及びレビュー 

あらゆる管理情報システムに必要な情報を収集するために、獣医サービスは、疾病がど

のように伝播したかについての直接的で現場ベースの詳細な知見を積み上げるため、各

発生についての徹底した疫学調査を実施し、より優れた疾病制御計画を提供するものと

する。これは、これを実施する訓練を受けた職員と、標準化された情報収集様式の利用

が必要となる。 

収集された情報と得られた経験は、疾病制御計画 公的管理プログラムを監視し、評価
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しレビューするために利用されるものとする。 

47



48



1 

OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/February 2018 

Annex 34 

C H A P T E R  4 . Y .  

O F F I C I A L  C O N T R O L  M A N A G E M E N T  O F  
 O U T B R E A K S  O F  L I S T E D  A N D  E M E R G I N G  A N D  

L I S T E D  D I S E A S E S  

Article 4.Y.1. 

Introduction 

When a listed disease or emerging disease, including a zoonosis, occurs in a Member Country, Veterinary 
Services should implement a response control measures proportionate to the likely impact of the disease and as 
a result of a risk analysis, in order to minimise its spread and consequences and, if possible, eradicate it. These 
measures can vary from rapid response to a new hazard disease and management of outbreaks, to long-term 
control of an endemic disease infection or infestation.  

The purposes of this chapter is to provide recommendations to prepare, develop and implement official control 
programmes plans in response to outbreaks occurrence outbreaks of listed and emerging or listed diseases, 
including zoonoses. It is not aimed at giving ready-made fit-for-all solutions, but rather at outlining principles to 
follow when combating animal diseases through organised control programmes plans. 

The Veterinary Authority should determine which diseases to establish official control programmes against and at 
which regulatory level, according to an evaluation of the actual or likely impact of the disease. Disease control 
programmes plans should be prepared in advance by the Veterinary Authority and Veterinary Services in close 
collaboration with the relevant stakeholders and other authorities, as appropriate disposing of the necessary 
regulatory, technical and financial tools. 

Control plans They should be justified by rationales developed through risk analysis and considering taking into 
account animal health, public health, and socio-economic, animal welfare and environmental aspects. They 
should be supported by relevant cost-benefit analysis when possible and include the necessary regulatory, 
technical and financial tools. 

Official control programmes Control plans should be developed with the aim of achieving defined measurable 
objectives, in response to a situation in which purely private action alone is not sufficient. Depending on the 
prevailing epidemiological, environmental and socio-economic situation, the goal may vary from the reduction of 
impact to the eradication of a given disease infection or infestation. 

In any case, Tthe components of control plans for management of outbreaks are an early detection warning 
system (including a warning procedure), and rapid response and quick and effective action, possibly followed by 
long-term measures. Plans should always include an exit strategy. Learning from past outbreaks, and reviewing 
the response sequence and revising the methods are critical for adaptation to evolving epidemiological situations 
circumstances and for better performance in future situations. Experiences of the Veterinary Services of other 
Member Countries may also provide useful lessons. Plans should be tested regularly to ensure that they are fit-
for-purpose, practical, feasible and well-understood and that field staff are trained and other stakeholders are fully 
aware of their respective roles and responsibilities in implementing the response. This is especially important for 
diseases that are not present in the Member Country. 

Article 4.Y.2. 

Legal framework and regulatory environment 

1) In order to be able to effectively control listed diseases and emerging diseases and listed diseases, the 
Veterinary Authority should ensure that: 

‒ the Veterinary Services comply with the principles of Chapter 3.1., especially the services dealing with 
the prevention and control of contagious infectious animal diseases, including zoonoses; 

‒ the veterinary legislation complies with the principles of Chapter 3.4. 
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2) In particular, in order for the Veterinary Services to be the most effective when combatting animal disease 
outbreaks, the following should be addressed in the veterinary legislation or other relevant legal framework: 

‒ legal powers and structure of command and responsibilities, including responsible officials with defined 
powers; especially a right of entry to establishments or other related enterprises such as live animal 
markets, slaughterhouses/abattoirs and animal products processing plants, for regulated purposes of 
surveillance and disease control actions, with the possibility of obliging owners to assist; 

‒ sources of financing for epidemiological enquiries, laboratory diagnostic, disinfectants, insecticides, 
vaccines and other critical supplies; 

‒ sources of financing and compensation policy for livestock and property that may be destroyed as part 
of disease control programmes, or for losses incurred due to movement restrictions; 

‒ coordination with other authorities, especially law enforcement and public health authorities. 

3) Furthermore, the specific regulations, policies, or guidance on disease control activities policies should 
include the following: 

‒ risk analysis to identify and prioritise potential disease risks, including a regularly updated list of 
notifiable diseases; 

‒ definitions and procedures for the reporting and management of a suspected case, or confirmed 
case, of an listed disease or an emerging disease-or a listed disease; 

‒ procedures for the management of infected establishments, directly or indirectly affected by the 
disease infected establishment, contact establishment; 

‒ procedures for epidemiological investigations of outbreaks including tracing of animals and animal 
products; 

‒ definitions and procedures for the declaration and management of infected zones and other zones, 
such as free zones, protection zones, containment zones, or less specific ones such as zones of 
intensified surveillance; 

‒ procedures for the collection, transport and testing of animal samples; 

‒ procedures for animal identification and the management of animal identification systems the 
identification of animals; 

‒ procedures for the restrictions of movements, including possible standstill or compulsory veterinary 
certification, of relevant animals, and animal products and fomites within, to, or from given zones or 
establishments or other related enterprises; 

‒ procedures for the destruction or slaughter and safe disposal or processing of infected or potentially 
infected animals, including relevant wildlife,; and  

‒ procedures for the destruction and safe disposal or processing of contaminated or potentially 
contaminated animal products and other materials such as fodder, bedding and litter; 

‒ procedures for cleaning, disinfection and disinsection of establishments and related premises, 
vehicles/vessels or equipment; 

‒ procedures for compensation for the owners of animals or animal products, including defined 
standards and means of implementing such a compensation; 
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‒ procedures for cleaning, disinfection and disinsection of establishments and related premises, vehicles 
or equipment; 

‒ procedures for the compulsory emergency vaccination or treatment of animals, as relevant, and for any 
other necessary disease control actions.; 

‒ procedures for post-control surveillance and recovery of status. 

Article 4.Y.3. 

Preparedness 

Rapid and effective response to a new occurrence or emergence of contagious infectious diseases is dependent 
on the level of preparedness. The Veterinary Authority should integrate preparedness planning and practice as 
one of its core functions. Rapid, effective response to a new occurrence or emergence of contagious diseases is 
dependent on the level of preparedness. 

Preparedness should be justified supported by risk analysis, should be planned, and should include training, 
capacity building and simulation exercises. 

1. Risk analysis 

Risk analysis, including import risk analysis, in accordance with Chapter 2.1., should be used to 
determine which a list of notifiable diseases that require preparedness planning and to what extent.  

A risk analysis identifies the pathogenic agents that present the greatest risk and for which preparedness is 
most important and therefore helps to prioritise the range of disease threats and categorise the consequent 
actions. It also helps to define the best strategies and control options. 

The risk analysis should be reviewed updated regularly to detect changes (e.g. new pathogenic agents, or 
changes in distribution and virulence of pathogenic agents previously identified as presenting the major risk 
and changes in possible pathways) and be updated accordingly, taking into account the latest scientific 
findings. 

2. Planning 

Four kinds of plans, describing what governmental or local authorities and all stakeholders should do, 
comprise any comprehensive preparedness and response system: 

a) a preparedness plan, which outlines what should be done before an outbreak of a notifiable disease or 
an emerging disease or a notifiable disease occurs; 

b) a response or contingency plan, which details what should be done in the event of an occurrence of  a 
notifiable disease or an emerging disease or notifiable disease, beginning from the point when a 
suspected case is reported; 

c) a comprehensive set of instructions for field staff and other stakeholders on how to undertake specific 
tasks required by the response or contingency plan; 

d) a recovery plan for the safe restoration of normal activities, including food supply, possibly including 
procedures and practices modified in light of the experience gained during the management of 
the outbreak notifiable disease or the emerging disease. 

3. Simulation exercises 

The Veterinary Services and all stakeholders should be made aware of the sequence of measures to be 
taken in the framework of a contingency plan through the organisation of simulation exercises, mobilising a 
sufficient number of staff and stakeholders to evaluate the level of preparedness and fill possible gaps in the 
plan or in staff capacity. Simulation exercises may be organised between the Veterinary Services of 
neighbouring countries. 
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Article 4.Y.4. 

Surveillance and early warning detection system 

1) Depending on the priorities identified by the Veterinary Authority, Veterinary Services should implement 
adequate surveillance for listed diseases in accordance with Chapter 1.4. or and listed disease-specific 
chapters, in order to detect suspected cases and either rule them out or confirm them. The surveillance 
should be adapted to the epidemiological and environmental situation. Early warning systems should be in 
place for infections or infestations for which a rapid response is desired, and should comply with the relevant 
articles of Chapter 1.4. Vector surveillance should be conducted in accordance with Chapter 1.5. 

 All suspected case investigations should provide a result, either positive or negative. Criteria should be 
established in advance for a case definition. Confirmation can be made on clinical and post-mortem grounds, 
epidemiological information, laboratory test results or a combination of these, in accordance with relevant 
articles of the Terrestrial Code or Terrestrial Manual. Strong suspicion based on supportive, but not definitive, 
findings should lead to the implementation of local control measures as a precaution. When a case is 
confirmed, full sanitary measures should be implemented as planned. 

 
2) In order to implement adequate surveillance, the Veterinary Authority should have access to good diagnostic 

capacity. This means that the veterinarians and other relevant personnel of the Veterinary Services have 
adequate knowledge of the disease, its clinical and pathological manifestation and its epidemiology, and that 
laboratories approved for the testing of animal samples for the relevant diseases are available.  

3) Suspected cases of notifiable diseases should be reported without delay to the Veterinary Authority, ideally 
with the following information: 

‒ the disease or pathogenic agent suspected, with brief descriptions of clinical signs or lesions observed, 
or laboratory test results as relevant; 

‒ the date when the signs were first noticed at the initial site and any subsequent sites; 

‒ the names and addresses or geographical locations of suspected infected establishments or premises; 

‒ the animal species affected, including possible human cases, and the approximate numbers of sick 
and dead animals; 

‒ initial actions taken, including biosecurity and precautionary movement restrictions of animals, products, 
staff, vehicles and equipment; 

4) Immediately following the report of a suspected case, investigation should be conducted by the Veterinary 
Services, taking into account the following: 

‒ biosecurity to be observed when entering and leaving the establishment, premises or locality; 

‒ clinical examinations to be undertaken (number and types of animals); 

‒ samples to be taken from animals showing signs or not (number and types of animals), with specified 
sampling and sample handling equipment and sample handling procedures, including for the safety of 
the investigator and animal owners; 

‒ procedure for submitting samples for testing; 

‒ size of the affected establishment, premises or locality and possible entry pathways; 

‒ investigation of the approximate numbers of similar or possibly susceptible animals in the 
establishment and its surroundings; 
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‒ details of any recent movements of possibly susceptible animals or vehicles or people to or from the 
affected establishments, premises or locality; 

‒ any other relevant epidemiological information, such as presence of the suspected disease in wildlife 
or abnormal vector activity; 

A procedure should be in place for reporting findings to the Veterinary Authority and for record keeping. 

5) All suspected case investigations should provide a result, either positive or negative. Criteria should be 
established in advance for a case definition. Confirmation can be made on clinical and post-mortem grounds, 
epidemiological information, laboratory test results or a combination of these, in accordance with relevant 
articles of the Terrestrial Code or Terrestrial Manual. Strong suspicion based on supportive, but not definitive, 
findings should lead to the implementation of local control measures as a precaution. When a case is 
confirmed, full sanitary measures should be implemented as planned.  

6) When a case of a listed disease is detected, notification shall be made to the OIE in accordance with 
Chapter 1.1. 

Article 4.Y.5. 

General considerations when managing an outbreak 

Upon confirmation of Once an outbreak of a notifiable disease or an emerging disease or a notifiable disease that 
is subject to an official control programme is confirmed effective risk management depends on the application of a 
combination of measures that are operating at the same time or consecutively, aimed at: 

1) eliminating the source of pathogenic agent, through: 

‒ the killing or slaughter of animals infected or suspected of being infected, as appropriate, and safe 
disposal of dead animals and potentially contaminated products; 

‒ the cleaning, disinfection and, if relevant, disinsection of premises and equipment; 

2) stopping the spread of infection, through: 

‒ movement restrictions on animals, vehicles, and equipment and people, as appropriate;  

‒ biosecurity; 

‒ vaccination, treatment or culling of animals at risk; 

‒ communication and public awareness. 

Different strategies may be chosen depending on the expected outcome of the programme (i.e. eradication, 
containment or partial control) and the epidemiological, environmental, economic and social situation. The 
Veterinary Authority should assess the situation beforehand and at the time of the outbreak detection. For 
example, the wider the spread of the disease and the more locations affected at the beginning of the 
implementation of the measures, the less likely it will be that culling as a main eradication tool will be effective, 
and the more likely it will be that other control tools such as vaccination or treatment, either in conjunction with 
culling or alone, will be needed. The involvement of vectors or wildlife will also have a major influence on the 
control strategy and different options chosen. The strategies chosen will, in turn, influence the final objective of 
the control programme. 

In any case, the management plan should consider the costs of the measures in relation to the benefits expected, 
and should at least integrate the compensation of owners for losses incurred by the measures, as described in 
regulations, policies or guidance. 

In case of highly contagious or high impact disease events, the management plan should be closely coordinated 
through an inter-sectoral mechanism such as an incident command system. 
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Article 4.Y.6. 

Culling of animals and disposal of dead animals and animal products 

Living infected animals can be are the greatest source of pathogenic agents. These animals may directly transmit 
the pathogenic agent to other animals,. They may and also cause lead to indirect infection through the 
contamination of fomites, including breeding and handling equipment, bedding, feed, vehicles, and people’s 
clothing and footwear, or the contamination of the environment. Although carcasses may remain contaminated for 
a period after death, active shedding of the pathogenic agent effectively ceases when the animal is killed or 
slaughtered. Thus, culling of animals is often a the preferred strategy for the control of contagious diseases. 

Veterinary Services should adapt any strategy for culling, killing or disposal of dead animals and their 
products strategy to the transmission pathways of the pathogenic agent. A stamping-out policy is should be the 
preferred strategy for highly contagious diseases and for situations where the country or zone was formerly 
previously free or freedom was impending, while other strategies, such as test and cull, are better suited to less 
contagious diseases and situations where the disease is endemic. 

For control measures, including destruction of animals or products, to be most effective, animal identification and 
animal traceability should be in place, in accordance with Chapters 4.1. and 4.2.  

The slaughter or killing of animals should be performed in accordance with Chapter 7.5. or Chapter 7.6., 
respectively. 

The disposal of dead animals and their potentially contaminated products should be performed in accordance 
with Chapter 4.12. 

1. Stamping-out policy 

A stamping-out policy consists primarily in of the killing of all the animals affected infected or suspected of 
being affected infected, including those which that have been directly or indirectly exposed to the causal 
pathogenic agent. This strategy is used for the most contagious diseases. 

A stamping-out policy can be limited to the affected establishments and, where appropriate, other 
establishments found to be epidemiologically linked with an affected establishment, or be broadened to 
include all establishments of a defined zone, when pre-emptive depopulation can be used to stop the 
transmission of a fast spreading pathogenic agent. 

A stamping-out policy can be applied to all the animal species present on an affected establishment, or to all 
susceptible species, or only to the same species as the infected animals, based on the assessment of 
associated risks. 

Killing should preferably be performed on site, and the carcasses either disposed of on site or transported 
directly and safely to a rendering plant or other dedicated site for destruction. If to be killed outside of the 
establishment or slaughtered, the animals should be transported directly to a dedicated approved rendering 
plant or slaughterhouse/abattoir respectively, without any possible direct or indirect contacts with other 
animals. Slaughtered animals and their products should be processed separately from others. 

Stamping-out can be applied to all the animal species present on affected premises, or to all susceptible 
species, or only to the same species as the affected animals. 

Products originating from killed or slaughtered animals, (ranging from carcasses, meat, milk, eggs or genetic 
material to hair, wool, feathers or manure, slurry) should be destroyed or processed in a way that inactivates 
the pathogenic agent. The inactivating process should be carried out in accordance with the relevant articles 
of the listed disease-specific chapters. 
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Stamping-out policy procedures systematically include the cleaning and disinfection of establishments and 
vehicles/vessels used for the transport of animals, carcasses or products, as well as of any equipment and 
material that has been in direct or indirect contact with the animals. The procedures may include disinsection 
or disinfestation in the case of vector-borne disease or parasitic infestation. These procedures should be 
conducted in accordance with the relevant articles of Chapter 4.13. 

2. Test and cull 

This strategy consists primarily of finding the proven infected animals in order to remove them from the 
population and either slaughter or kill and dispose of them. This strategy is It should be used for less 
contagious or slow-spreading diseases. Veterinary Services may apply different test and cull strategies 
based on the epidemiology of the infection or infestation or on the characteristics of available diagnostic 
tests. In particular, the design of test and cull strategy will depend on the sensitivity and specificity of the 
tests. 

Apart from the selection of animals to be culled, the same principles apply as for stamping-out policy in 
terms of processing, treatment and disposal of dead or slaughtered animals and their products. 

Article 4.Y.7. 

Movement control 

Disease spread due to the movement of live animals, animal products and contaminated material should be 
controlled by movement restrictions that are adequately enforced. 

These restrictions can be applied to one or more animal species and their associated products, and to people, 
vehicles/vessels and equipment. They may vary from pre-movement certification to total standstill, and be limited 
to one or more establishments, or cover specific zones, or the entire country. The restrictions can include the 
complete isolation of individual animals or group of animals, and specific rules applied to movements, such as 
protection from vectors. 

Specific rules covering movement controls should apply to each of any defined zones. Physical barriers should 
may be installed as needed, to ensure the effective application of movement restrictions. 

Movement controls should be in place until the end of other disease control operations, e.g. such as a stamping-
out policy, and after surveillance and a revised risk assessment has have demonstrated they are no longer 
needed. 

Veterinary Services should coordinate their movement control actions with other relevant authorities such as local 
authorities, and law enforcement agencies, and with communication media, as well as with the Veterinary 
Services of neighbouring countries in the case of transboundary animal diseases. 

Article 4.Y.8. 

Biosecurity 

In order to avoid the spread of the pathogenic agent outside of the affected establishments or infected zones, and 
in addition to the management measures described in Articles 4.Y.5. to 4.Y.7., biosecurity should be applied, in 
particular measures to avoid the contamination of people’s clothes and shoes, of equipment, of 
vehicles/vessels, and of the environment or anything capable of acting as a fomite. 

When disinfection is applied, specific disinfectant solutions should be used for footbaths or disinfectant baths for 
vehicles’ wheels. Single use material and clothes or material and clothes that can be effectively cleaned and 
disinfected should be used for the handling of animals and animal products;. Protection of premises from wildlife 
and other unwanted animals should be ensured;. Wastes, waste-water and other effluents should be collected 
and treated appropriately. 
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Article 4.Y.9. 

Vaccination and treatment 

Vaccination in response to a contagious disease outbreak should be conducted in accordance with Chapter 4.X. 

Vaccination in response to an outbreak requires previous planning to identify potential sources of vaccine, 
including vaccine banks, and to plan the possible strategies for application, such as emergency vaccination or 
ring vaccination.  

The properties of the vaccines should be well understood, especially the level of protection against infection or 
disease and the possibility to differentiate the immune response produced by the vaccine from that produced by 
infection with the pathogenic agent. 

Although vaccination may hide ongoing infection or agent transmission, it can be used to decrease the shedding 
of the pathogenic agent, hence reduce the reproductive rate of the infection. In particular, when stamping-out is 
not feasible, vaccination can be used to reduce the circulation prevalence of the infection until its levels are is low 
enough for the implementation of another strategies such as a test and cull strategy. 

Whenever vaccination is to be used as a tool to control outbreaks or spread of disease, the control plan 
should include consider an exit strategy, i.e. when and how to stop the vaccination or whether vaccination should 
become routine. 

Article 4.Y.10. 

Zoning 

The Veterinary Authority should use the tool of zoning in accordance with Chapter 4.3.  

The use of zoning for disease control and eradication is inherently linked with measures of killing or slaughter, 
movement control, vaccination and surveillance, which apply differently according to the zones. In particular, 
efforts should be concentrated on those parts of a territory affected by the disease, to prevent the spread of the 
pathogenic agent and to preserve the status of the parts of the territory not affected by the disease. 

Zones established defined in response to outbreaks of notifiable diseases or emerging diseases or listed 
diseases may be are usually infected zones, containment zones and protection zones, and containment zones,. 
However, or other types of zones, e.g. such as zones of intensified surveillance, or zones of intensified 
vaccination can also be used.  

Article 4.Y.11. 

Communication in outbreak management 

For the best implementation of disease control measures, Veterinary Services should ensure good 
communication with all concerned stakeholders, including the general public. This should be carried out, among 
others, through awareness campaigns targeted at breeders, veterinarians, veterinary paraprofessionals, local 
authorities, the media, consumers and general public. 

Veterinary Services should communicate before, during and after outbreaks, in accordance with Chapter 3.3. 

Article 4.Y.12. 

Specific post-control surveillance 

Specific surveillance should be applied in order to monitor the effectiveness of the official control programme plan, 
and assess the status of the remaining animal populations in the different zones established by the Veterinary 
Services. 
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The results of this surveillance should be used to reassess the measures applied, including reshaping of the 
zones and re-evaluation of the culling or vaccination strategies, and for the eventual recovery of free status, if 
possible. 

This surveillance should be conducted in accordance with Chapter 1.4. and with the relevant articles of the listed 
disease-specific chapters.  

Article 4.Y.13. 

Further outbreak investigation, monitoring, evaluation and review 

In order to gather information required for any management information system, Veterinary Services should 
conduct an in-depth epidemiological investigation of each outbreak to build up a detailed first-hand, field-based 
knowledge of how the disease is transmitted, and inform further disease control plans. This requires staff who 
have been trained in the way to conduct it and the use of the standardised data collection forms. 

Information gathered and experience gained should be used to monitor, evaluate and review disease official 
control programmes plans. 

____________________________ 
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第 4部 

一般的な勧告：疾病の予防及び管理 

 

第 4.Z章 

疾病の予防及び管理についての勧告の序論 

第 4.Z.1条 

 

人獣共通感染症を含む伝染性動物疾病の効果的な予防及び管理は、各加盟国の獣医組織

の中心的な権限である。 

伝染性動物疾病との闘いの広範な経験から、世界中の獣医組織は、獣医学の大きな進歩

に支えられて、疾病 伝染性動物疾病の予防、管理及び 時には 撲滅さえするための数多

くの手法を開発し向上させてきた。 

この部の以下の章では、これらの手法及び獣医組織により実施されるべき疾病予防及び

管理の その他の観点 勧告について記載する。 

衛生措置の潜在的な負の影響を最小化し、伝染性動物疾病の侵入及び伝播を効果的に予

防するために、獣医組織は、貿易、アニマルウェルフェア、公衆衛生及び環境への影響

を含む様々な要因を考慮して、この部 に記載されている の勧告 から に基づいた 選択

した 発展した措置 の組み合わせ を検討するものとする。疾病別個別の衛生措置と並行

して、獣医組織は関連する物品に応じた衛生措置を 考慮する 検討するものとする。 

さらに、この部に記載された措置を包括する一般原則は多くの疾病に適用できるものの、

病原体の特徴や発生状況は疾病ごと、国ごとに異なるため、獣医組織は状況に応じてそ

れらを適合させるものとする。最後に、この部の勧告は、第８部から 1５部のリスト疾

病別個別の勧告に併せて読むものとする。 

獣医組織は、いずれの予防及び管理計画も、リスクに相応で、国内において実用的かつ

実行可能で、リスク分析を基にしたものであることを確認するものとする。 

このような計画を 考案する 発展させるための必須要件は以下を含む 場合がある。 

- 法的枠組み 及び 、検査施設の能力 、及び十分なそして義務を有している資金を含

む獣医組織の質 

参考資料３ 
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- 獣医師及び獣医補助職を保証する適切な教育 

- 研究機関との緊密な連携 

- 民間の利害関係者への効果的な啓蒙及び積極的な協力 

- 官民協力 

- 越境性動物疾病についての獣医当局の地域間協力 
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Annex 35 

S E C T I O N  4 .  

G E N E R A L  R E C O M M E N D A T I O N S :  D I S E A S E  P R E V E N T I O N  
A N D  C O N T R O L  

C H A P T E R  4 . Z .  

I N T R O D U C T I O N  T O  R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  
D I S E A S E  P R E V E N T I O N  A N D  C O N T R O L  

Article 4.Z.1. 

Effective prevention and control of contagious infectious animal diseases, including zoonoses, is a central 
mandate of the Veterinary Services of each Member Country. 

From the extensive experience in combatting contagious animal diseases, Veterinary Services around the world, 
supported by significant progress in veterinary science, have developed and improved a number of tools to 
prevent, control and sometimes even eradicate them infectious animal diseases.  

The following chapters of this section describe these tools and the different aspects of recommendations for 
disease prevention and control to that should be implemented by the Veterinary Services.  

To effectively prevent effectively introduction and transmission of contagious infectious animal diseases while 
minimising potential negative impacts of sanitary measures, Veterinary Services should consider devising a set of 
developing measures selected from based on the recommendations described in this section, taking into account 
various factors including their impact on trade, animal welfare, public health and environment. In parallel with 
disease-specific sanitary measures, Veterinary Services should take into account consider relevant commodity-
based sanitary measures. 

Furthermore, although the general principles covering the measures described in this section are applicable to 
multiple diseases, Veterinary Services should adapt them to their circumstances, because characteristics of the 
pathogenic agents and the situations in which they occur differ between diseases and between 
countries are different disease by disease and country by country. To this end, recommendations in this section 
should be read in conjunction with listed disease-specific recommendations in Sections 8 to 15. 

Veterinary Services should ensure that any prevention and control programme be proportionate to the risk, 
practical and feasible within the national context and be based on risk analysis.  

Prerequisites for devising developing such programmes may include: 

– quality Veterinary Services including legislative framework, and laboratory capacity and adequate and 
committed funding; 

– appropriate education to secure veterinarians and veterinary paraprofessionals; 
– close link with research institutions; 

– effective awareness of, and active cooperation with, private stakeholders; 

– public-private partnerships; 
– regional cooperation among Veterinary Authorities on transboundary animal diseases. 

____________________________ 
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第 5 部 

豚の疾病 

 

第 15.1 章 

アフリカ豚コレラ 

第 15.1.1bis 条 

安全な物品 

以下に掲げる物品の輸入または移動を監督する際、輸出国及び地域の ASF ステイタス

にかかわらず、獣医当局は ASF に関するいかなる条件も課してはならない。 

1) 缶詰された Fo 値 3.00 以上の密閉容器に入れられた肉 

2) ゼラチン 

その他の豚由来物品は本章の該当箇条に基づいて貿易されなければならない。 

第 15.1.2 条 

国、地域又はコンパートメントの ASF ステイタスの決定のための一般基準 

1) ASF が当該国全域で通報疾病であり、ASF を示唆する臨床症状を呈するすべての豚

類が、適切な現地検査又は検査施設検査を受けること。 

2) ASF を示唆する症状を呈するすべての豚類の報告を奨励するため、継続的な啓蒙プ

ログラムが実施されていること。 

3) 獣医当局が、当該国、地域又はコンパートメントのすべての家畜及び飼育野生豚群

に関し、最新情報及び権限を有していること。 

4) 獣医当局が、当該国又は地域の野生豚及び野生化豚並びにアフリカ野生豚類の種類、

分布及び生息地の最新の情報を有していること。 

5) 家畜及び飼育野生豚に対し、第 15.1.27 条から第 15.1.30 条及び第 15.1.32 条に従

い、適切なサーベイランスが実施されていること。 

参考資料４ 
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6) 野生及び野生化豚並びにアフリカ野生豚類が当該国又は地域に生息する場合には、

天然又は人工の障壁の存在、野生及び野生化豚及びアフリカ野生豚類個体群の生態、

並びに関連がある場合にはヒメダニ属のダニの存在を踏まえた ASF まん延の可能

性の評価を考慮して、それに対し、第 15.1.31 条によるサーベイランスプログラム

が実施されていること。 

7) 野生及び野生化豚及びアフリカ野生豚類個体群内の推定まん延リスクに基づき、第

15.1.31 条によるサーベイランスに基づき、家畜及び飼育野生豚個体群は、効果的

に実施管理された適切なバイオセキュリティーによって、野生及び野生化豚、アフ

リカ野生豚類個体群並びにヒメダニ属のダニから分離され、関連があればヒメダニ

属のダニから守られていること。 

野生又は野生化若しくはアフリカ野生豚類の ASFV 感染が通報されても、本条の規定を

遵守する国からの、家畜又は飼育野生豚の産品を本章の関連する条項に従って安全に貿

易することができる。 

第 15.1.3 条 

ASF清浄国又は地域 

1. 歴史的清浄性 

国又は地域は、第 1.4.6条の規定が満たされ、かつ豚物品が第 15.1.7条から 15.1.20

条の規定に基づいて輸入されている場合には、病原特異的なサーベイランスをする

ことなく、歴史的に ASF 清浄であるとみなすことができる。 

2. 全ての豚類の清浄性 

本条第 1 項の要件を満たさない国又は地域は、第 15.1.2 条の全基準及び以下が満

たされる場合には、全ての豚類で ASF 清浄であるとみなすことができる。 

a) 過去 3 年間、第 15.1.27 条から第 15.1.32 条に従うサーベイランスが実施され

ている。 

b) 過去 3年間、ASFV感染の症例がない。サーベイランスにより、オルニソドロス

類のダニの存在又は関与を示す証拠がなければ、当該期間を 12か月に短縮でき

る。 

c) 豚物品は第 15.1.7から第 15.1.20に基づいて輸入されている。 

3. 家畜及び飼育野生豚の清浄性 

本条第 1 項及び第 2 項の要件を満たさない国又は地域は、第 15.1.2 条の全基準及

び以下が満たされる場合には、家畜及び飼育野生豚類において ASF清浄であるとみ
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なすことができる。 

a)  過去 3年間、第 15.1.27条から第 15.1.32条に従うサーベイランスが実施され

ている。 

b) 過去 3年間、家畜及び又は飼育野生豚類において ASFV感染の発生症例がない。

サーベイランスにより、オルニソドロス類のダニの存在又は関与を示す証拠が

なければ、当該期間を 12か月に短縮できる。 

c) 豚物品は第 15.1.7から第 15.1.20に基づいて輸入されている。 

家畜及び飼育野生豚に由来する物品は、野生、野生化又はアフリカ野生豚における

ASFVの感染が確認された場合であっても、本章の関連条項に従うことで、家畜及び

捕獲飼育野生豚の清浄国から安全に輸出され得る。 

第 15.1.22 条 

肉中の ASFV の不活化方法 

肉中の ASFV 不活化のため、以下の方法のいずれかひとつが使用されるものとする。 

1. 加熱処理 

肉は、以下のいずれかひとつを受けるものとする。 

a) Fo 値 3.00 以上の密閉容器による加熱処理 

b) 当該肉全体が最低 70℃の温度に達する少なくとも 30 分間の加熱処理を受ける

ものとする。 

2. 乾燥保存豚肉 

塩漬けされる場合には、肉は、最短で 6 か月間、塩蔵乾燥保存されるものとする。 
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C H A P T E R  1 5 . 1 .  

INFECTION WITH AFRICAN SWINE FEVER VIRUS 

[...] 

Article 15.1.1.-bis 

Safe commodities 

When authorising import or transit of the following commodities, Veterinary Authorities should not require any ASF 
related conditions, regardless of the ASF status of the exporting country or zone: 

1) canned meat in a hermetically sealed container with a Fo value of 3.00 or more; 

2) gelatine. 

Other commodities of pigs should be traded in accordance with the relevant articles of this chapter. 

Article 15.1.2. 

General criteria for the determination of the ASF status of a country, zone or 
compartment 

1) ASF is a notifiable disease in the entire country, and all suids showing clinical signs suggestive of ASF are 
subjected to appropriate field and laboratory investigations; 

2) an ongoing awareness programme is in place to encourage reporting of all suids showing signs suggestive 
of ASF;  

3) the Veterinary Authority has current knowledge of, and authority over, all domestic and captive wild pig 
herds in the country, zone or compartment;  

4) the Veterinary Authority has current knowledge of the species of wild and feral pigs and African wild suids 
present, their distribution and habitat in the country or zone; 

5) for domestic and captive wild pigs, an appropriate surveillance programme in accordance with 
Articles15.1.27. to 15.1.30. and 15.1.32. is in place; 

6) for wild and feral pigs, and for African wild suids, if present in the country or zone, a surveillance programme 
is in place in accordance with Article 15.1.31., considering the presence of natural and artificial boundaries, 
the ecology of the wild and feral pig and African wild suid populations and an assessment of the likelihood of 
ASF spread including taking into account the presence of Ornithodoros ticks where relevant; 

7) the domestic and captive wild pig populations are separated by appropriate biosecurity, effectively 
implemented and supervised, from the wild and feral pig and African wild suid populations, based on the 
assessed likelihood of spread within the wild and feral pig and African wild suid populations, and 
surveillance in accordance with Article 15.1.31.; they are also protected from Ornithodoros ticks where 
relevant. 

Commodities of domestic or captive wild pigs can be traded safely in accordance with the relevant articles of this 
chapter from countries complying with the provisions of this article, even if they notify infection with ASFV in wild 
or feral pigs or African wild suids. 
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Article 15.1.3. 

Country or zone free from ASF  

1. Historical freedom 

A country or zone may be considered historically free from ASF without pathogen-specific surveillance if the 
provisions of point 1 a) of Article 1.4.6. are complied with. and  pig commodities are imported in accordance 
with Articles 15.1.7. to 15.1.20. 

2. Freedom in all suids 

A country or zone which does not meet the conditions of point 1) above may be considered free from ASF in 
all suids when it complies with all the criteria of Article 15.1.2. and when: 

a) surveillance in accordance with Articles 15.1.27. to 15.1.32. has been in place for the past three years; 

b) there has been no case of infection with ASFV during the past three years; this period can be reduced 
to 12 months when the surveillance has demonstrated no evidence of presence or involvement of 
Ornithodoros ticks; 

c) pig commodities are imported in accordance with Articles 15.1.7. to 15.1.20. 

3. Freedom in domestic and captive wild pigs 

A country or zone which does not meet the conditions of point 1) or 2) above may be considered free from 
ASF in domestic and captive wild pigs when it complies with all the criteria of Article 15.1.2. and when: 

a) surveillance in accordance with Articles 15.1.27. to 15.1.32. has been in place for the past three years; 

b) there has been no case of infection with ASFV in domestic or captive wild pigs during the past three 
years; this period can be reduced to 12 months when the surveillance has demonstrated no evidence 
of presence or involvement of Ornithodoros ticks; 

c) pigs and pig commodities are imported in accordance with Articles 15.1.7. to 15.1.20. 

Commodities of domestic or captive wild pigs can be traded safely in accordance with the relevant articles of this 
chapter from countries free from ASF in domestic and captive wild pigs, even if they notify infection with ASFV in 
wild or feral pigs or African wild suids. 

[...] 

Article 15.1.22. 

Procedures for the inactivation of ASFV in meat 

For the inactivation of ASFV in meat, one of the following procedures should be used: 

1. Heat treatment 

Meat should be subjected to one of the following: 

a) heat treatment in a hermetically sealed container with a Fo value of 3.00 or more; or 

b) heat treatment for at least 30 minutes at a minimum temperature of 70°C, which should be reached 
throughout the meat. 

2. Dry cured pig meat 

Meat should be cured with salt and dried for a minimum of six months. 

[...] 

____________________________ 
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第 1.6章 

ＯＩＥによる疾病清浄化の自己宣言の公表、公式疾病ステイタス

の認定及び公式コントロールプログラムの保証の手続 

第 1.6.1条 

総則  OIE による加盟国の疾病清浄化の自己宣言の公表 

加盟国は、国、地域又はコンパートメントの OIE リスト疾病またはその他の動物疾病の

清浄性に関し、自己宣言することを告げることができる。当該加盟国は、OIE に対し、

その主張するステイタスを通知することができ、OIE は、当該主張を公表することがで

きる。公表は、当該主張の承認を意味するものではない。OIE に対し、OIE の加盟国の

自己宣言に関する情報の公表を要求することができる。 

自己宣言の公表を要求する加盟国は、疾病清浄化の自己宣言の提出に関する標準作業手

順に従わなければならず、陸生コードの該当章に従い、以下を含む情報を文書化して提

供しなければならない。 

―当該疾病が国全体で届け出るべき疾病である証明 

―国、地域、またはコンパートメントで当該疾病が消失、根絶した経緯 

―国、地域、またはコンパートメントにおいてすべての関連する種に対するサーベイラ

ンスおよび早期警告システム 

―国、地域、またはコンパートメントにおいて清浄性を維持するために実施されている

方策 

自己宣言は提供されたすべての情報が受領され、OIE による執行上、技術上のスクリー

ニングが行われた後に公表される。公表は、当該宣言の OIE による承認を意味するもの

ではなく、OIE の公式意見を反映したものではない。自己宣言に含まれる情報の正確性

の責任は全面的に当該加盟国の OIE 代表にある。 

OIE は、牛海綿状脳症（BSE）、口蹄疫（FMD）、牛肺疫（CBPP）、アフリカ馬液（AHS）、
小反芻獣疫（PPR）及び豚コレラ（CSF）1.6.1条のリスト上の疾病の清浄化に関する

自己宣言は、これを公表しない。 

第 1.6.1.-bis条 

OIE による公式認定 

加盟国は、以下の各号について求めることができる。 

参考資料５ 
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1．OIE によるステイタスの公式認定 

a）国又は地域のアフリカ馬疫の清浄性 

b）国又は地域の BSEに関するリスクステイタス 

c）国又は地域の豚コレラの清浄性 

d）国又は地域の牛肺疫の清浄性 

e）国又は地域のワクチン接種又は非ワクチン接種の FMD清浄性 

f）国又は地域の小反芻獣疫の清浄性 

2. OIE による承認 

 a)牛肺疫に対する公式コントロールプログラム 

 b)ＦＭＤに対する公式コントロールプログラム 

 c)小反芻獣疫に対する公式コントロールプログラム 

 

1) 国又は地域の BSE の関するリスクステイタス 

2) 国又は地域のワクチン接種又は非ワクチン接種の FMD 清浄性 

3) 国又は地域の CBPP 清浄性 

4) 国又は地域の AHS 清浄性 

5) 国又は地域の PPR 清浄性 

6) 国又は地域の CSF 清浄性 

OIE は、上記 1号と 2号以外の疾病に関する公式認定又は公式コントロールプログラム

の承認を授与しない。 

これらの場合には、加盟国は、申請国又は地域の 獣医サービスが、陸生コードの第 1.1

章、第 3.1章及び第 3.2章の規定並びに陸生コード及び陸生マニュアルの関連疾病章の

規定を遵守していることを説明する裏付け資料を提示するものとする。 

当該加盟国は、OIE による疾病ステイタスの公式認定又は公式コントロールプログラム

の承認を求める場合には、第 1.7 条、1.8 条、1.9 条、1.10 条、1.11 条又は 1.12 条

第 1.6.5 条（BSE の場合）、第 1.6.6 条（FMD の場合）、第 1.6.7 条（CBPP の場合）、

第 1.6.8条（AHS の場合）、第 1.6.9条（PPR の場合）又は第 1.6.10条（CSF の場合）

で（適宜）要請された情報を提供する一連書類を OIE科学技術部 に提出するものとす
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る。 

疾病ステイタスの公式認定及び維持のための OIE の枠組みは、2015年 5月の第 83回総

会期間中に採決された決議第ⅩⅤ号（行政手続）及び決議第ⅩⅥ号（財政的義務）に記

載されており、標準作業手順は OIE のウェブサイトに記載がある。 

国又は地域、又は承認された自身の公式コントロールプログラムを持つ国は 第 1.7条

から第 1.12 条の対策に基づいた証明が提出され、OIE 代表による総会により認可され

た後にしかるべきリストに加えられる。 

リストの継続には、関連する章の情報を毎年提出し、疫学的な状況の変化や、他の重大

な出来事は第 1.1条の条件に基づき OIE に報告しなければならない。 

 

第 1.6.2条 

FMD 公的管理プログラムの OIE による承認 

加盟国は、FMD 公的管理プログラムの OIE による承認を求めたいと告げることができ

る。 

当該加盟国は、FMD公的管理プログラムのOIEによる承認を求める場合には、第 1.6.11

条で要請された情報を提供する一連書類を OIE 科学技術部に提出するものとする。 

第 1.6.3条 

PPR 公的管理プログラムの OIE による承認 

加盟国は、PPR 公的管理プログラムの OIE による承認を求めたいと告げることができ

る。 

当該加盟国は、PPR 公的管理プログラムの OIE による承認を求める場合には、第 1.6.12

条で要請された情報を提供する一連書類を OIE 科学技術部に提出するものとする。 

第 1.6.4条 

CBPP 公的管理プログラムの OIE による承認 

加盟国は、CBPP 公的管理プログラムの OIE による承認を求めたいと告げることができ

る。 

当該加盟国は、CBPP 公的管理プログラムの OIE による承認を求める場合には、第

1.6.13 条で要請された情報を提供する一連書類を OIE 科学技術部に提出するものとす

る。 

第 1.6.5条 
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BSE に関する質問 

概略紹介 

本提出物の受理は、申請国又は地域の獣医サービスによる陸生コード第 3.1章の遵守及

び BSE 診断検査施設による陸生マニュアル第 1.1.3 章の遵守に基づくものである。証

拠書類は、陸生マニュアルの第 3.2章に基づき、これを裏付けるため提出されるものと

する。 

BSE に関する陸生コードの章の第 11.4.2 条は、国又は地域の牛個体群において BSE
リスクステイタスを決定する基準を規定している。本文書は、無視できるリスク（第

11.4.3条）又は管理されたリスク（第 11.4.4条）の主張を OIE に対しするための方法

である。 

本文書は、以下に掲げる項目から構成される。 

— 第 1節－リスク評価（第 11.4.2条第 1号参照） 

— 第 2節－第 11.4.2条第 2号から第 4号のその他の要件 

— 継続的啓蒙プログラム 

— 義務的通報及び調査 

— 診断能力 

— 第 3節－サーベイランス（第 11.4.2条及び第 11.4.20条から第 11.4.22条） 

— 第 4節－当該国又は地域の BSE の履歴（第 11.4.3条及び第 11.4.4条） 

注意：申請中の獣医サービスが、本質問票の完成までに、権限委譲の根拠となる法令に

関する証拠書類を提出する場合には、規定される法律行為の内容（OIE の 3つの公式言

語のひとつによるもの）並びに告示及び施行日が提示されるものとする。 

第 1節：リスク評価（第 11.4.2条第 1号参照） 

序論 

国又は地域の牛個体群における BSE リスクステイタス決定の第 1 段階は、第 2 節及び

第 3 節並びに陸生コード第 4.3 章に基づき、リスク評価を実施（毎年再評価）し、BSE

の発現のすべての潜在的要因及びその歴史的展望を明確化することである。 

証拠書類作成指針 

本節は、以下の項目の観点から、リスクの侵入及び暴露の評価を裏付けるため必要なデ

ータ収集及び情報提供に関する指針を提供する。 

侵入評価： 

72



第 1.6 章 自己宣言及び OIE 公式認定の手続 

 

2018 年 2 月 OIE－陸生動物衛生コード委員会   5 

1) 肉骨粉又は獣脂の輸入を介して BSE の病原体が侵入する潜在的可能性 

2) 感染しているおそれのある生きた牛の輸入を介して BSE の病原体が侵入する潜在

的可能性 

3) 汚染されているおそれのある牛由来産物の輸入を介して BSE の病原体が侵入する

潜在的可能性 

暴露評価： 

4) 牛の死体、副産物及びと畜場廃棄物の由来、化製プロセスのパラメータ並びに牛の

飼料生産方法 

5) 牛由来の肉骨粉又は獣脂の摂取を介して BSE の病原体に牛が暴露する潜在的可能

性 

貢献者は、以下の侵入及び暴露評価の 5分野のそれぞれにおいて、当該国又は地域のス

テイタスの主張を裏付けるのに必要な質問、原理的説明及び証拠に関して、手引きされ

る。 

侵入評価 

1) 肉骨粉又は獣脂の輸入を介して BSE の病原体が侵入する潜在的可能性 

回答すべき質問：過去 8年以内に、肉骨粉、獣脂又はこれらのいずれかを含有する

飼料が輸入されたか。輸入された場合には、どこの国から、どの程度の量が輸入さ

れたか。 

原理的説明：肉骨粉、獣脂、又は肉骨粉若しくは獣脂のいずれかを含有する飼料の

出所に関する情報は、BSE の病原体の侵入リスクを評価するのに必要である。BSE
リスクの高い国を原産とする肉骨粉及び獣脂は、低リスク国のものよりも侵入リス

クが高い。未知の BSE リスクの国を原産とする肉骨粉及び獣脂には、未知の侵入

リスクがある。 

第 11.4.27 条に概説される暴露評価によって、肉骨粉又は獣脂が、過去 8 年間に、

意図的又は偶発的に給餌されたことがないと示される場合には、この点は、問題に

ならない。ただし、肉骨粉又は獣脂が牛に給餌されないよう確保するため実施され

ている管理システム（関連法令を含む）に関する証拠書類が、提出されるものとす

る。 

必要な証拠：以下の第 a号、又は第 b号から第 d号 

a) 肉骨粉、獣脂、又は肉骨粉若しくは獣脂のいずれかを含有する飼料が輸入され

ていないとの主張を裏付ける証拠書類 

b) 過去 8 年間に輸入された肉骨粉、獣脂、又はこれらを含有する飼料の原産国別

年間輸入量に関する裏付け資料 

73



第 1.6 章 自己宣言及び OIE 公式認定の手続 

 

2018 年 2 月 OIE－陸生動物衛生コード委員会   6 

c) 輸入された肉骨粉、獣脂、又はこれらを含有する飼料の動物構成が記載された

裏付け資料 

d) 肉骨粉、獣脂、又はこれらを含有する飼料を生産するために使用された化製プ

ロセスが、BSE の病原体が存在する場合に、それを不活化する又はその力価を

有意に低下させるとするその理由を裏付ける、生産国の獣医サービスによる証

拠書類 

2) 感染しているおそれのある生きた牛の輸入を介して BSE の病原体が侵入する潜在

的可能性 

回答すべき質問：過去 7年以内に生きた牛が輸入されたことがあるか。 

原理的説明：侵入の可能性は、以下の項目に依存して決まる。 

— 原産国又は地域、及びより多くの情報が入手可能になるにつれ変化するそのス

テイタス。これは、臨床疾病の検出の結果である場合もあれば、以下に述べる

アクティブサーベイランスの結果である場合もあり、地理的な BSE リスクの評

価の結果である場合もある。 

— 原産国又は地域における輸入牛の給餌及び管理 

— 肉骨粉、獣脂、又はこれらを含有する飼料が輸入されたことがない場合であっ

ても、輸入牛肉骨粉のと畜、化製及び再利用は、臨床疾病を起こす代表的なリ

スクを除けば、土着家畜の潜在的暴露経路の典型であることから、当該物品の

用途 

— 給餌慣行によって、ひとつのカテゴリーの牛が他のカテゴリーの牛よりもより

多く暴露する結果になるとの理由から、原産国又は地域における暴露に差があ

る場合には、乳用牛及び肉用牛の別 

— と畜時の月齢 

必要な証拠： 

a) 輸入牛の原産国又は地域の表等の裏付け資料。これは、当該牛の原産国又は地

域、当該牛が、当該国又は地域で生きていた期間、及び当該牛が、その生涯に

おいて、その他の国で生息していた期間を明確にするものとする。 

b) 輸入牛の原産地及び頭数を記載する表等の裏付け資料 

c) 原産国又は地域の BSE ステイタスに関する知識の発展を考慮して、リスクが定

期的に再評価されていることを立証する裏付け資料 

3) 汚染されているおそれのある牛由来産物の輸入を介して BSE の病原体が侵入する

潜在的可能性 
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回答すべき質問：過去 7年以内に輸入した牛由来産物は何か。 

原理的説明：侵入の可能性は、以下の項目に依存して決まる。 

— 牛産物の原産地及び当該産物の BSE 感染性を有する既知の組織の含有の有無

（第 11.4.13条） 

— 原産国又は地域、及びより多くの情報が入手可能になるにつれ変化するそのス

テイタス。これは、臨床疾病の検出の結果である場合もあれば、以下に述べる

アクティブサーベイランスの結果である場合もあり、地理的な BSE リスクの評

価の結果である場合もある。 

— 原産国又は地域における牛の給餌及び管理 

— 肉骨粉、獣脂、又はこれらを含有する飼料が輸入されたことがない場合であっ

ても、輸入牛肉骨粉のと畜、化製及び再利用は、臨床疾病を起こす代表的なリ

スクを除けば、土着家畜の潜在的暴露経路の典型であることから、当該物品の

用途 

— 給餌慣行によって、ひとつのカテゴリーの牛が他のカテゴリーの牛よりもより

多く暴露する結果になるとの理由から、原産国又は地域における暴露に差があ

る場合には、乳用牛及び肉用牛の別 

— と畜時の月齢 

必要な証拠： 

a) 輸入品の原産国又は地域に関する裏付け資料。これは、当該産物が由来する牛

の原産地又は地域、当該牛が、当該国又は地域で生きていた期間、及び当該牛

が、その生涯において、その他の国で生息していた期間を明確にするものとす

る。 

b) 輸入品の原産地及び量を記載する裏付け資料 

c) 原産国又は地域の BSE ステイタスに関する知識の発展を考慮して、リスクが定

期的に再評価されていることを立証する裏付け資料 

暴露評価 

4) 牛の死体、副産物及びと畜場廃棄物の由来、化製プロセスのパラメータ並びに牛の

飼料生産方法 

回答すべき質問：過去 8年間にわたり、牛の死体、副産物及びと畜場廃棄物はどの

ように処理されてきたか。 

原理的説明：国又は地域の牛個体群における全般的な BSE リスクは、BSE 感染性

への既知の又は潜在的暴露の程度、並びに家畜給餌慣行を介した当該感染性の再循
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環及び増幅の潜在的可能性に比例する。リスク評価によって、国又は地域の牛個体

群が、無視できる又は管理された BSE リスクであると結論付けるためには、同定

されたリスクを管理するため適切な措置がとられていることが立証されていなけ

ればならない。感染しているおそれのある牛又は汚染したおそれのある物品が、化

製処理される場合には、その結果得られた肉骨粉が、BSE 感染性を保持しているリ

スクがある。牛飼料の生産に肉骨粉が利用される場合には、交差汚染のリスクが存

在する。 

必要な証拠： 

a) 死廃牛及び人の食用に不適とみなされた部位の収集及び廃棄処分が記載された

裏付け資料 

b) 輸入牛の末路（と畜又は死亡時の月齢を含む）が記載された表等の裏付け資料 

c) 特定危険部位の定義及び廃棄処分が記載された裏付け資料（適宜） 

d) 化製プロセス並びに肉骨粉及び獣脂の生産に使用されるパラメータが記載され

た裏付け資料 

e) 飼料生産方法（使用される成分の詳細、家畜飼料の肉骨粉使用の範囲及び単胃

動物飼料に使用される成分と牛飼料との交差汚染の防止措置を含む）が記載さ

れた裏付け資料 

f) 輸入牛産物の最終用途及び廃棄物の処分が記載された裏付け資料 

g) 第 a号から第 f号の監視及び執行が記載された裏付け資料 

5) 牛由来の肉骨粉又は獣脂の摂取を介して BSE の病原体に牛が暴露する潜在的可能

性 

回答すべき質問：過去 8年以内に牛由来の肉骨粉又は獣脂が牛に給餌されたことが

あるか（陸生コード第 11.4.3条及び第 11.4.4条）。 

原理的説明：牛が、過去 8年以内に、牛由来の肉骨粉又は獣脂が含まれるおそれの

ある牛由来産物（乳及び血液を除く）の給餌を受けていない場合には、肉骨粉及び

獣脂は、リスクから排除することができる。 

国は、無視できるリスクのステイタスを申請する場合には、最も若い症例の誕生後

少なくとも 8年間、反芻動物飼料禁止措置が有効であったことを立証することが求

められる。 

必要な証拠： 

a) 輸入肉骨粉及び獣脂の使用（あらゆる動物への給餌を含む）が記載された裏付

け資料 
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b) 家畜牛から生産された肉骨粉及び獣脂の用途（あらゆる動物への給餌を含む）

が記載された裏付け資料 

c) 牛飼料の肉骨粉及び獣脂による交差汚染（生産、輸送、保管及び給餌中の交差

汚染リスクを含む）を管理するためとられた措置に関する裏付け資料 

d) 肉骨粉及び獣脂の反芻動物への給餌禁止措置に関連する、反芻動物由来物質、

又は反芻動物由来物質を含有する動物種混合物を加工する化製場及び飼料工場

の監査所見に関する、以下の表の様式による裏付け資料 

年 

（情報は、

有効性を主

張するた

め、当該 8

年間の年毎

に記載され

るものとす

る。） 

設備の 

種類 

（化製場又

は飼料工

場） 

反芻動物

由来物質

を加工す

る設備の

数 

（A）のう

ち検査を受

けた数 

（B）のう

ち外観検査

の総数 

（B）のう

ち違反行為

があった工

場の総数 

（B）のう

ち採材検

査を受け

た設備の

総数 

（C）のう

ち検査結

果が陽性

であった

設備の総

数 

（A） （B）   （C）  

1 年目 化製場       

飼料工場       

2 年目等 化製場       

飼料工場       

e) 肉骨粉及び獣脂の反芻動物への給餌禁止措置に関連する、非反芻動物由来物質

を加工する化製場及び飼料工場の監査所見に関する、以下の表の様式による裏

付け資料 

年 

（情報は、

有効性を

主張する

ため、当該

8 年間の年

毎に記載

されるも

のとす

る。） 

設備の 

種類 

（化製場又

は飼料工

場） 

非反芻動

物由来物

質を加工

する設備

の数 

（A）のう

ち検査を

受けた数 

（B）のう

ち外観検

査の総数 

（B）のう

ち違反行

為があっ

た工場の

総数 

（B）のう

ち採材検

査を受け

た設備の

総数 

（C）のう

ち検査結

果が陽性

であった

設備の総

数 

（A） （B）   （C）  

1 年目 化製場       

飼料工場       

2 年目等 化製場       

飼料工場       

f) 違反行為があった反芻動物由来物質、又は反芻動物由来物質を含有する動物種
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混合物を加工する前号の各設備に関する、違反行為の種類及び解決方法を特定

した、以下の表の様式による裏付け資料 
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年（情報は、有効性を

主張するため、当該 8

年間の年毎に記載され

るものとする。） 

設備の 

種類 

（化製場又は飼

料工場） 

設備の 

個別番号 

違反の種類 解決方法 追跡調査の

結果 

1 年目 化製場 ID１    

  ID２    

  ID３等    

 飼料工場 ID１    

  ID２    

  ID３等    

2 年目等 化製場     

 飼料工場     

g) 違反行為があった非反芻動物由来物質を加工する前号の各設備に関する、違反

行為の種類及び解決方法を特定した、以下の表の様式による裏付け資料 

年（情報は、有効性を

主張するため、当該 8

年間の年毎に記載され

るものとする。） 

設備の 

種類 

（化製場又は飼

料工場） 

設備の 

個別番号 

違反の種類 解決方法 追跡調査の

結果 

1 年目 化製場 ID１    

  ID２    

  ID３等    

 飼料工場 ID１    

  ID２    

  ID３等    

2 年目等 化製場     

 飼料工場     

h) 前 4 号の表で示された所見に照らして、牛由来の肉骨粉又は獣脂の摂取を介し

た BSE の病原体に対する牛の有意な暴露がなかったと考えられる理由の裏付

け資料 

i) 他種向け肉骨粉及び獣脂による牛飼料の交差汚染のおそれが高い飼養管理（多

種飼育牧場）の裏付け資料 

第 2節 その他の要件（第 11.4.2条の第 2号から第 4号参照） 

1) 啓蒙プログラム（第 11.4.2条第 2号参照） 

回答すべき質問： 

— 啓蒙プログラムは整備されているか。 

— 対象となる受け手は誰か。 
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— カリキュラムはどのようなもので、期間はどの程度か。 

— BSE を対象とする緊急時対応及び／又は準備計画はあるか。 

原理的説明： 

啓蒙プログラムは、とりわけ感染率が低く、鑑別診断が競合する国では、BSE の検

出及び報告を確保するため不可欠である。 

必要な証拠： 

a) 当該啓蒙プログラムが制定された日付並びにその継続的な適用及び地理的適用

範囲を示す裏付け資料 

b) 当該啓蒙プログラムに参加した者の人数及び職業（獣医師、生産者、家畜取引

所、と畜場の作業員等）に関する裏付け資料 

c) 当該啓蒙プログラムで使用された文書資料（マニュアル、裏付け資料その他の

教材） 

d) 緊急時対応計画の文書資料 

2) 義務的通報及び調査（第 11.4.2条第 3号参照） 

回答すべき質問： 

— BSE 疑似として動物の調査を開始する基準に関して、獣医師、生産者、家畜取

引所、と畜場の作業員等に対し、どのような指導をしているのか。そのような

基準は考案されているのか。 

— BSE 疑似の通報を義務付けた法律行為の日付及び内容はどのようなものか。 

— 通報を奨励するため行われている措置は何か（補償支払い、疑似を通報しなか

った場合の罰則等）。 

原理的説明： 

BSE に関連する社会経済学的意味から、疑似症例の通報及び調査の奨励金及び／又

は履行義務が整備される必要がある。 

必要な証拠： 

a) 義務的通報の告示及び施行日に関する裏付け資料（奨励金及び罰則の簡潔な説

明を含む） 

b) 疑似動物の調査及び陽性所見の追跡調査の手続マニュアルに関する裏付け資料 

3) 前節のサーベイランスシステムの枠組みの中で採取された脳その他の組織の認定
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検査施設での検査（第 11.4.2条第 4号参照） 

回答すべき質問： 

— 診断手続及び方法は、陸生マニュアル第 2.4.6章に規定されるものと同じか。 

— 当該診断手続及び方法は、サーベイランスの全期間を通じて適用されているか。 

原理的説明： 

本申請に当たっては、OIE は、陸生マニュアルに従い検査を受けた試料のみ認定す

る。 

必要な証拠： 

a) 当該国又は地域の牛組織の試料が BSE 検査を受ける認可検査施設に関する裏

付け資料（それが当該国の外部にある場合には、協力合意に関する情報が提供

されるものとする。） 

b) 使用された診断手続及び方法の裏付け資料 

c) 当該診断手続及び方法は、サーベイランスの全期間を通じて適用されたことの

裏付け資料 

第 3節 BSE サーベイランス及び監視システム（第 11.4.2条第 4号参照） 

回答すべき質問： 

— BSE サーベイランスプログラムは、陸生コードの第 11.4.20条から第 11.4.22条の

指針を遵守しているか。 

— どのような調査結果が得られたか。 

原理的説明： 

第 11.4.2 条第 4 号及び第 11.4.20 条から第 11.4.22 条は、最小閾値感染率又はそれ以

上の感染率での BSE の検出を確保することを目的とした場合に、検査する必要がある

サブ個体群毎の牛の頭数を規定している。 

必要な証拠： 

1) 採取した試料が、当該国又は地域の牛個体群の分布を象徴していることの裏付け資

料 

2) 採取された動物の月齢を評価するため採用された方法及び各方法（個体識別、歯生

状体、具体的なその他の方法）の割合の裏付け資料 

3) 第 11.4.21条に規定される牛サブ個体群に試料が割り振られる方法及び手順の裏付
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け資料（臨床的と述べられた動物が第 11.4.21条第 1号の条件を満たすよう確保す

るため適用された具体的規定を含む） 

4) 陸生コードの前規定に従いこれまでに提出された年間の臨床試料数と比較した、第

11.4.21条第 1号の条件を満たす動物の数の裏付け資料及び起こり得る相違の説明 

5) 11.4.21 条第 1 号の定義を満たす、通報されたすべての臨床的疑似症例の、以下の

表に基づく裏付け資料 

検査施設の 

整理番号 

月齢 臨床症状 検出場所 

（農場、販売経路、 

と畜場） 

    

    

6) 当該国又は地域に適用される目標点数及びそのサーベイランス要件（第 1 節のリス

ク評価の結果に応じたタイプＡ又はタイプＢサーベイランス）が第 11.4.21条及び

第 11.4.22条に規定されるとおり満たされていることの、以下の表に従う裏付け資

料 

BSE サーベイランスの総括表 

年：（サーベイランス各年の個別表を埋めること） 

 サーベイランスサブ個体群 

通常と畜 死廃牛 切迫と畜 臨床的疑似症例 

試料数 点数 試料数 点数 試料数 点数 試料数 点数 

1歳を超え

2歳未満 

        

2歳以上 

4歳未満 

        

4歳以上 

7歳未満 

        

7歳以上 

9歳未満 

        

9歳以上         

小計         

総点数         

7) 当該国又は地域の成牛（24か月齢を超える牛）の頭数を示すこと。 

第 4節 国又は地域の BSE 履歴（第 11.4.3条及び第 11.4.4条参照） 

回答すべき質問： 

— 当該国又は地域で BSE が発生したことがあるか。 
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— それに対しどのように対応したか。 

原理的説明： 

国又は地域が無視できるリスク又は管理されたリスクのいずれに分類されるかは、第 1

節に規定されるリスク評価の成果、第 2節に規定される規定の遵守、第 3節に規定され

るサーベイランスの結果、及び当該国又は地域の BSE の履歴によって決まる。本節は、

当該国又は地域における BSE の履歴を記載する機会を提供する。 

必要な証拠： 

1) 当該国又は地域において、これまでに BSE の症例が診断されたか否かの裏付け資

料 

BSE 陽性所見がある場合には、以下の各号の証拠を必要とする。 

2) 当該国又は地域に関する各 BSE 症例の原産地の裏付け資料。誕生日及び誕生地を

示すこと。 

3) すべての BSE 症例に関し、最も直近の誕生年を示すこと。 

4) 以下に掲げる裏付け資料 

— 当該症例、及び雌の症例の当該疾病の臨床的発症前 2 年以内又は臨床的発症後

に生まれたすべての子孫 

— 生後 1年間に、生後 1年間の BSE 症例と一緒に肥育され、調査によって、当該

期間中、汚染したおそれのある同じ飼料を摂取したことが示されたすべての牛 

— 当該調査の結果が確定していない場合には、BSE の症例と同じ動物群で、その

症例の誕生から 12か月以内に生まれたすべての牛 

— これらの牛が当該国又は地域で生きている場合には、永続的に個体識別され、

その移動が管理され、と畜される又は死亡したときには、完全に廃棄処分され

ていること。 

第 1.6.6条 

FMD に関する質問表 
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非ワクチン接種 FMD 清浄国 

陸生コード第 8.8章の下で非ワクチン接種 FMD 清浄国のステイタスの認定を申請する加盟国の報告書 

以下の項目に簡潔に答えること。国の規制及び法律並びに獣医行政府の指示は、OIE 公

式言語のひとつによって、適宜引用し、添付することができる。 

1. 序論 

a) 地理的要素 

当該国の全般的な説明（FMD の伝播に関連する物理的、地理的その他の要素、

国境を共有する国、並びに隣接していない場合もあるが、疾病の潜在的侵入の

関連性を共有するその他の国を含む）を提出すること。同要素を明確化する地

図を提出すること。 

b) 畜産業 

当該国の畜産業の全般的な説明を提出すること。 

2. 獣医制度 

a) 法令 

FMD に関連するすべての関係獣医法令の一覧表及び概要を提出すること。 

b) 獣医サービス 

当該国の獣医サービスによる陸生コード第 3.1 章及び第 3.2 章の規定並びに陸

生コード第 1.1.3 条の遵守に関する裏付け資料を提出し、獣医サービスがどの

ようにしてすべての FMD 関連活動を監督、管理及び維持しているかを説明する

こと。可能な場合には、地図及び表を提出すること。 

c) FMD のサーベイランス及び管理における農家、業界その他関連団体の役割

（FMD に関する研修及び啓蒙プログラムの説明を含む） 

d) FMD のサーベイランス及び管理における民間獣医師の役割 

3. FMD の根絶 

a) 履歴 

当該国の FMD の履歴、初発生の検出日、感染源、根絶日（最終症例の日付）並

びに当該事例の型及び亜型の説明を提出すること。 

b) 戦略 
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FMD がどのように管理及び根絶されたか（摘発淘汰政策、修正摘発淘汰政策、

地域別政策等）を説明すること。 

c) ワクチン及びワクチン接種 

FMD ワクチンが使用されたか。使用された場合には、最終ワクチン接種が実施

されたのはいつか。ワクチン接種が正式に禁止されたのはいつか。ワクチンが

接種された動物種は何か。当該動物の末路は何か。 

また、過去 2 年間にワクチン接種が行われた場合には、当該ワクチン接種戦略

（ワクチン株の選定、力価及び型、純度、実施されたワクチンマッチングの詳

細、ワクチンが接種された動物種、ワクチンが接種された動物の個体識別、動

物のワクチン接種の証明又は報告方法並びに保管記録を含む）の説明及びその

正当性の説明を提出すること。使用されたワクチンが、陸生マニュアル第 2.1.5

章を遵守している証拠もまた提出すること。 

d) FMD 根絶キャンペーンの法令、組織及び実施 

さまざまな段階の組織構造の説明を提出すること。詳細な運用指針の有無を示

し、簡潔な概要を提出すること。 

e) 動物個体識別及び移動管理 

すべての感受性動物は（個別に又は群のレベルで）同定されているか。動物個

体識別、動物群登録及びトレーサビリティの方法の説明を提出すること。動物

の移動は、当該国でどのように管理されているか。動物個体識別及び移動管理

の有効性に関する証拠を提出すること。牧畜、移動放牧及び関連移動経路に関

する情報を提出してください。不法移動が摘発された場合にとられる活動を説

明すること。摘発された不法移動に関する情報を提出すること。 

4. FMD の診断 

陸生マニュアル第 1.1.2章、第 1.1.3章及び第 2.1.5 章の規定が適用されている証

拠書類を提出すること。とりわけ、以下の各号について言及されるものとする。 

a) 当該国で、FMD の検査室診断が行われているか。行われている場合には、認可

検査施設の一覧表を提出すること。行われていない場合には、試料が送付され

る検査施設の名称及び取り決め、追跡調査手順並びに結果を入手するまでの期

間を提出すること。 

b) FMD 認可検査施設の概観を提出すること。とりわけ、以下の項目に言及するこ

と。 

i) 検査施設の公式認定手順 

当該検査室系に整備されている又は整備が計画されている内部品質管理制
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度（優良試験所規範（GLP）、ISO 等）の詳細を提出すること。 

ii) 検査施設間技能試験の成績の詳細を提出すること。 

iii) 生きたウイルスの取扱いに関する詳細を提出すること。 

iv) 適用されているバイオセキュリティ措置 

v) 請け負う検査のタイプ及びその適用される使用法におけるその性能（特異

性及び感受性） 

vi) 検査室の検査及び試料処理能力 

5. FMD のサーベイランス 

当該国における FMD のサーベイランスが、陸生コード第 8.8.40 条から第 8.8.42

条及び陸生マニュアル第 2.1.5 章の規定を遵守している証拠書類を提出すること。

とりわけ、以下の各号について言及されるものとする。 

a) 臨床的疑似 

FMD の疑いを抱く基準は何か。通報手順はどのようなものか（誰が誰に通報す

るのか）及び通報しなかった場合にはどのような罰則が伴うのか。過去 2 年間

の疑似症例の頭数、FMDV の検査をした試料の数量、動物種、試料のタイプ、

検査方法及び結果（鑑別診断を含む）を示す要約表を提出すること。 

b) 血清学的サーベイランス 

感染の清浄性を立証するため、血清学的調査を実施したことがあるか。実施し

たことがある場合には、当該調査計画（対象個体群、推定感染率、信頼性の水

準、試料採取数、層化、採材方法及び使用された診断検査）の詳細情報を提出

すること。それは、どの程度の頻度で行われているのか。野生生物の感受性動

物種は、血清学的調査に含まれているか。過去 2年間の FMDV の検査を受けた

試料の数、動物種、試料のタイプ、検査方法及び結果（鑑別診断を含む）を示

す要約表を提出すること。すべての疑似及び陽性結果に対しとられた追跡調査

活動の詳細を提出すること。調査を受けた動物及び検査を受けた試料のリスク

及び数に基づき、標的型サーベイランスの個体群選定基準を提出すること。サ

ーベイランスシステムの実績を監視するため採用された方法（指標を含む）の

詳細を提出すること。 

c) 家畜頭数の動態及び経済的側面 

動物種別及び生産システム別感受性個体群は、どのようなものになるか。当該

国には、感受性種毎にいくつの動物群、フロック等があるか。。それはどのよう

に分布しているのか（動物群の密度等）。適宜地図を提出すること。 

d) 野生生物頭数の動態 
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当該国に生息する感受性動物種は何か。個体数及び地理的分布の推定を提出す

ること。家畜の感受性動物種と野生動物の感受性動物種との接触を予防するた

め実施されている措置は何か。 

e) と畜場及び市場又は FMD 感受性家畜が集合する催事（共進会、品評会、競技会

等） 

主要な家畜売買又は集積施設はどこにあるのか。当該国内の家畜移動パターン

はどのようなものか。当該動物は、取引中にどのように輸送され、取り扱われ

るのか。 

6. FMD の予防 

a) 近隣諸国との協調 

隣接国又は地域に関し、考慮すべき適当な要素はあるか（大きさ、隣接する境

界から罹患動物群又は動物までの距離等）。近隣諸国との協調、協力及び情報共

有活動を記載すること。 

b) 動物産物を含有する残飯の豚への給餌に対し管理が行われているか。行われて

いる場合には、当該管理の適用範囲に関する情報を提出し、管理及びサーベイ

ランス措置を記載すること。 

c) 輸入管理手続 

当該国は、どこの国又は地域からの感受性動物又はその産物の輸入を許可して

いるか。当該国又は地域を承認するのにどのような基準が適用されているか。

当該動物及び産物の輸入及びその後の内国移動にどのような管理が適用されて

いるか。どのような輸入条件及び検査手続が必要か。感受性動物種の輸入動物

は、検疫を受ける又は隔離期間をとる必要があるか。その必要がある場合には、

そのための期間はどの程度で、場所はどこか。輸入許可書及び衛生証明書は必

要か。この他にどのような手続がとられているのか。原産国又は地域、動物種

及び輸入量を明記した、過去 2 年間の感受性動物及びその産物の簡易統計を提

出すること。 

i) 港、空港及び陸路国境通過点の数及び場所の地図を提出すること。輸入管

理を所掌する公的部門は、公的機関の一部か又は独立した機関か。独立し

た機関の場合には、その運営体制、職員水準及び財政、並びに中央獣医サ

ービスに対するその説明責任を記載すること。中央当局と国境検査部署と

の間及び国境検査部署相互間のコミュニケーションシステムを記載するこ

と。 

ii) 国際交通からの廃棄物の安全な廃棄に使用される方法の説明及び誰が責任

者かを提出し、廃棄された量及び廃棄処分場所の過去 2 年間の要約を提出

すること。 
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iii) 以下に掲げる物の輸入及び追跡調査に関連した、当該国への輸入地点又は

最終目的地での検査の規制、手順、タイプ及び頻度を記載すること。 

— 動物 

— 遺伝物質（精液及び受精卵） 

— 動物産物 

— 動物用医薬品（生物製剤等） 

— FMDV に汚染されているリスクのあるその他の物質 

iv) 不法輸入が摘発された場合に法令の下とることができる措置及び実際にと

られる措置を記載すること。摘発された不法輸入に関する情報を提出する

こと。 

d) 過去の疾病侵入を受けて、今後の FMD 発生を予防するためにとられている是正

措置を記載し、その正当性を説明すること。 

7. 緊急時対応計画及び発生対応プログラム 

a) FMD の疑似又は確定発生に対処するため公的機関が利用可能な成文指針（緊急

時対応計画等）の詳細を提出すること。 

b) 疑似症例が認められた土地建物に対し、最終診断が下るまでの間、隔離措置が

課されるか。疑似症例に関し、その他どのような手続がとられるのか（家畜の

移動禁止等）。 

c) FMD の発生があった場合： 

i) 当該原因病原体の有無を同定及び確認するために使用された採材及び検査

手順を示すこと。 

ii) FMD に汚染されていることが認められた飼育施設の中及び周辺で、当該疾

病状況を報告及び管理するためとられた活動を記載すること。 

iii) 一般的にとられた管理又は根絶方法（ワクチン接種、摘発淘汰政策、部分

的と畜又はワクチン接種、死体その他の汚染産物及び物質の廃棄処分の方

法、除染等）を示すこと。抗原及びワクチンバンクの利用に関する情報を

含めること。 

iv) 管理又は根絶の成功を確認するために使用された方法（再導入規定、おと

り動物、血清学的サーベイランスプログラム等）を記載すること。 

v) 疾病管理又は根絶目的で動物がと畜される場合に農家が利用可能な補償支

払いの詳細及びその所定のスケジュールを提出すること。 
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8. 陸生コードの遵守 

a) 加盟国の OIE 代表は、第 8.8.2 条の規定が適切に実施され、監督されている証

拠書類に加えて、以下の各号の旨の宣言を提出しなければならない。 

i) 過去 12か月間、FMD の発生がないこと。 

ii) 過去 12か月間、FMDV 感染の証拠が認められないこと。 

iii) 過去 12か月間、FMD に対するワクチン接種が行われていないこと。 

b) 加盟国の OIE 代表は、ワクチン接種の停止以後、FMD のワクチンが接種された

動物が輸入されていないことを確認するものとする。 

9. ステイタスの回復 

ステイタスの回復を申請する加盟国は、陸生コードの第 8.8.7条並びに第 8.8.2条

の第 1号、第 3号及び第 4号の規定を遵守し、本質問表の第 1項から第 7項に指定

された（すべての）情報を提出するものとする。FMD の根絶（第 3項）、FMD の診

断（第 4項）、FMD の血清学的サーベイランス（第 5項 b）、FMD の予防（第 6項）

並びに緊急時対応計画及び発生対応プログラム（第 7項）にとりわけ重点を置くも

のとする。 

ワクチン接種 FMD 清浄国 

陸生コード第 8.8章の下でワクチン接種 FMD 清浄国のステイタスの認定を申請する加盟国の報告書 

以下の項目に簡潔に答えること。国の規制及び法律並びに獣医行政府の指示は、OIE 公

式言語のひとつによって、適宜引用し、添付することができる。 

1. 序論 

a) 地理的要素 

当該国の全般的な説明（FMD の伝播に関連する物理的、地理的その他の要素、

国境を共有する国、並びに隣接していない場合もあるが、疾病の潜在的侵入の

関連性を共有するその他の国を含む）を提出すること。同要素を明確化する地

図を提出すること。 

b) 畜産業 

当該国の畜産業の全般的な説明を提出すること。 

2. 獣医制度 

a) 法令 
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FMD に関連するすべての関係獣医法令の一覧表及び概要を提出すること。 

b) 獣医サービス 

当該国の獣医サービスによる陸生コード第 3.1 章及び第 3.2 章の規定並びに陸

生コード第 1.1.3 条の遵守に関する裏付け資料を提出し、獣医サービスがどの

ようにしてすべての FMD 関連活動を監督、管理及び維持しているかを説明する

こと。可能な場合には、地図及び表を提出すること。 

c) FMD のサーベイランス及び管理における農家、業界その他関連団体の役割

（FMD に関する研修及び啓蒙プログラムの説明を含む） 

d) FMD のサーベイランス及び管理における民間獣医師の役割 

3. FMD の根絶 

a) 履歴 

当該国の FMD の履歴、初発生の検出日、感染源、根絶日（最終症例の日付）並

びに当該事例の型及び亜型の説明を提出すること。 

b) 戦略 

FMD がどのように管理及び根絶されたか（摘発淘汰政策、修正摘発淘汰政策、

地域別政策等）を説明すること。 

c) ワクチン及びワクチン接種 

当該ワクチン接種戦略（ワクチン株の選定、力価及び型、純度、実施されたワ

クチンマッチングの詳細、ワクチンが接種された動物種、ワクチンが接種され

た動物の個体識別、動物のワクチン接種の証明又は報告の方法及び記録の保管

方法を含む）の説明及びその正当性の説明を提出すること。使用されたワクチ

ンが、陸生マニュアル第 2.1.5章を遵守している証拠もまた提出すること。 

d) FMD 根絶キャンペーンの法令、組織及び実施 

さまざまな段階の組織構造の説明を提出すること。詳細な運用指針の有無を示

し、簡潔な概要を提出すること。 

e) 動物個体識別及び移動管理 

すべての感受性動物は（個別に又は群のレベルで）同定されているか。動物個

体識別、動物群登録及びトレーサビリティの方法の説明を提出すること。動物

の移動は、当該国でどのように管理されているか。動物個体識別及び移動管理

の有効性に関する証拠を提出すること。牧畜、移動放牧及び関連移動経路に関

する情報を提出してください。不法移動が摘発された場合にとられる活動を説

明すること。摘発された不法移動に関する情報を提出すること。 
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4. FMD の診断 

陸生マニュアル第 1.1.2章、第 1.1.3章及び第 2.1.5 章の規定が適用されている証

拠書類を提出すること。とりわけ、以下の各号について言及されるものとする。 

a) 当該国で、FMD の検査室診断が行われているか。行われている場合には、認可

検査施設の一覧表を提出すること。行われていない場合には、試料が送付され

る検査施設の名称及び取り決め、追跡調査手順並びに結果を入手するまでの期

間を提出すること。 

b) FMD 認可検査施設の概観を提出すること。とりわけ、以下の項目に言及するこ

と。 

i) 検査施設の公式認定手順 

当該検査室系に整備されている又は整備が計画されている内部品質管理制

度（優良試験所規範（GLP）、ISO 等）の詳細を提出すること。 

ii) 検査施設間技能試験の成績の詳細を提出すること。 

iii) 生きたウイルスの取扱いに関する詳細を提出すること。 

iv) 適用されているバイオセキュリティ措置 

v) 請け負う検査のタイプ及びその適用される使用法におけるその性能（特異

性及び感受性） 

vi) 検査室の検査及び試料処理能力 

5. FMD のサーベイランス 

当該国における FMD のサーベイランスが、陸生コード第 8.8.40 条から第 8.8.42

条及び陸生マニュアル第 2.1.5 章の規定を遵守している証拠書類を提出すること。

とりわけ、以下の各号について言及されるものとする。 

a) 臨床的疑似 

FMD の疑いを抱く基準は何か。通報手順はどのようなものか（誰が誰に通報す

るのか）及び通報しなかった場合にはどのような罰則が伴うのか。過去 2 年間

の疑似症例の頭数、FMDV の検査をした試料の数量、動物種、試料のタイプ、

検査方法及び結果（鑑別診断を含む）を示す要約表を提出すること。 

b) サーベイランス 

感染の清浄性を立証するため、とりわけ第 8.8.42条の規定を適用して、血清学

的及びウイルス学的調査を実施したことがあるか。実施したことがある場合に

は、当該調査計画（対象個体群、推定感染率、信頼性の水準、試料採取数、層
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化、採材方法及び使用された診断検査）の詳細情報を提出すること。それは、

どの程度の頻度で行われているのか。野生生物の感受性動物種は、血清学的調

査に含まれているか。過去 2年間の FMD 及び FMDV の検査を受けた試料の数、

動物種、試料のタイプ、検査方法及び結果（鑑別診断を含む）を示す要約表を

提出すること。すべての疑似及び陽性結果に対しとられた追跡調査活動の詳細

を提出すること。調査を受けた動物及び検査を受けた試料のリスク及び数に基

づき、標的型サーベイランスの個体群選定基準を提出すること。サーベイラン

スシステムの実績を監視するため採用された方法（指標を含む）の詳細を提出

すること。 

c) 家畜頭数の動態及び経済的側面 

動物種別及び生産システム別感受性個体群は、どのようなものになるか。当該

国には、感受性種毎にいくつの動物群、フロック等があるか。それはどのよう

に分布しているのか（動物群の密度等）。適宜地図を提出すること。 

d) 野生生物頭数の動態 

当該国に生息する感受性動物種は何か。個体数及び地理的分布の推定を提出す

ること。家畜の感受性動物種と野生動物の感受性動物種との接触を予防するた

め実施されている措置は何か。 

e) と畜場及び市場又は FMD 感受性家畜が集合する催事（共進会、品評会、競技会

等） 

主要な家畜売買又は集積施設はどこにあるのか。当該国内の家畜移動パターン

はどのようなものか。当該動物は、取引中にどのように輸送され、取り扱われ

るのか。 

6. FMD の予防 

a) 近隣諸国との協調 

隣接国又は地域に関し、考慮すべき適当な要素はあるか（大きさ、隣接する境

界から罹患動物群又は動物までの距離等）。近隣諸国との協調、協力及び情報共

有活動を記載すること。 

b) 動物産物を含有する残飯の豚への給餌に対し管理が行われているか。行われて

いる場合には、当該管理の適用範囲に関する情報を提出し、管理及びサーベイ

ランス措置を記載すること。 

c) 輸入管理手続 

当該国は、どこの国又は地域からの感受性動物又はその産物の輸入を許可して

いるか。当該国又は地域を承認するのにどのような基準が適用されているか。

当該動物及び産物の輸入及びその後の内国移動にどのような管理が適用されて
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いるか。感受性動物種の輸入動物は、検疫を受ける又は隔離期間をとる必要が

あるか。その必要がある場合には、そのための期間はどの程度で、場所はどこ

か。輸入許可書及び衛生証明書は必要か。この他にどのような手続がとられて

いるのか。原産国又は地域、動物種及び輸入量を明記した、過去 2 年間の感受

性動物及びその産物の簡易統計を提出すること。 

i) 港、空港及び陸路国境通過点の数及び場所の地図を提出すること。輸入管

理を所掌する公的部門は、公的機関の一部か又は独立した機関か。独立し

た機関の場合には、その運営体制、職員水準及び財政、並びに中央獣医サ

ービスに対するその説明責任を記載すること。中央当局と国境検査部署と

の間及び国境検査部署相互間のコミュニケーションシステムを記載するこ

と。 

ii) 国際交通からの廃棄物の安全な廃棄に使用される方法の説明及び誰が責任

者かを提出し、廃棄された量及び廃棄処分場所の過去 2 年間の要約を提出

すること。 

iii) 以下に掲げる物の輸入及び追跡調査に関連した、当該国への輸入地点又は

最終目的地での検査の規制、手順、タイプ及び頻度を記載すること。 

— 動物 

— 遺伝物質（精液及び受精卵） 

— 動物産物 

— 動物用医薬品（生物製剤等） 

— FMDV に汚染されているリスクのあるその他の物質 

iv) 不法輸入が摘発された場合に法令の下とることができる措置及び実際にと

られる措置を記載すること。摘発された不法輸入に関する情報を提出する

こと。 

d) 過去の疾病侵入を受けて、今後の FMD 発生を予防するためにとられている是正

措置を記載し、その正当性を説明すること。 

7. 緊急時対応計画及び発生対応プログラム 

a) FMD の疑似又は確定発生に対処するため公的機関が利用可能な成文指針（緊急

時対応計画等）の詳細を提出すること。 

b) 疑似症例が認められた土地建物に対し、最終診断が下るまでの間、隔離措置が

課されるか。疑似症例に関し、その他どのような手続がとられるのか（家畜の

移動禁止等）。 

c) FMD の発生があった場合： 
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i) 当該原因病原体の有無を同定及び確認するために使用された採材及び検査

手順を示すこと。 

ii) FMD に汚染されていることが認められた飼育施設の中及び周辺で、当該疾

病状況を報告及び管理するためとられた活動を記載すること。 

iii) 一般的にとられた管理又は根絶方法（ワクチン接種、摘発淘汰政策、部分

的と畜又はワクチン接種、死体その他の汚染産物及び物質の廃棄処分の方

法、除染等）を示すこと。抗原及びワクチンバンクの利用に関する情報を

含めること。 

iv) 管理又は根絶の成功を確認するために使用された方法（再導入規定、おと

り動物、血清学的サーベイランスプログラム等）を記載すること。 

v) 疾病管理又は根絶目的で動物がと畜される場合に農家が利用可能な補償支

払いの詳細及びその所定のスケジュールを提出すること。 

8. 陸生コードの遵守 

加盟国の OIE 代表は、第 8.8.3条の規定が適切に実施され、監督されている証拠書

類に加えて、過去 2年間、FMD の発生がなく、過去 12か月間、FMDV 伝搬の証拠

が認められない旨の宣言を、以下の各号の証拠書類と共に提出しなければならない。 

a) 第 8.8.40 条から第 8.8.42 条に従う FMD 及び FMDV 伝搬のサーベイランスが

行われており、FMD の予防及び管理のための規制的措置が実施されていること。 

b) FMD の予防を目的として、日常的ワクチン接種が実施されていること。 

c) 使用されたワクチンが、陸生マニュアルに規定される基準を遵守していること。 

9. ステイタスの回復 

ステイタスの回復を申請する加盟国は、陸生コードの第 8.8.7条並びに第 8.8.2条

の第 1号、第 3号及び第 4号の規定を遵守し、本質問表の第 1項から第 7項に指定

された（すべての）情報を提出するものとする。FMD の根絶（第 3項）、FMD の診

断（第 4項）、FMD の血清学的サーベイランス（第 5項 b）、FMD の予防（第 6項）

並びに緊急時対応計画及び発生対応プログラム（第 7項）にとりわけ重点を置くも

のとする。 

非ワクチン接種 FMD 清浄地域 

陸生コード第 8.8章の下で非ワクチン接種FMD清浄地域のステイタスの認定を申請する加盟国の報告書 

以下の項目に簡潔に答えること。国の規制及び法律並びに獣医行政府の指示は、OIE 公

式言語のひとつによって、適宜引用し、添付することができる。 
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1. 序論 

a) 地理的要素 

当該国及び当該地域の全般的な説明（FMD の伝播に関連する物理的、地理的そ

の他の要素、境界を共有する国又は地域、並びに隣接していない場合もあるが、

疾病の潜在的侵入の関連性を共有するその他の国又は地域を含む）を提出する

こと。当該地域（設定されている場合には防護地域を含む）の境界は、明瞭に

定められていなければならない。当該地域の地理的境界の簡潔な説明文を付け

たデジタル地理参照地図を提出すること。 

b) 畜産業 

当該国及び当該地域の畜産業の全般的な説明を提出すること。 

2. 獣医制度 

a) 法令 

FMD に関連するすべての関係獣医法令の一覧表及び概要を提出すること。 

b) 獣医サービス 

当該国の獣医サービスによる陸生コード第 3.1 章及び第 3.2 章の規定並びに陸

生コード第 1.1.3 条の遵守に関する裏付け資料を提出し、獣医サービスがどの

ようにしてすべての FMD 関連活動を監督、管理及び維持しているかを説明する

こと。可能な場合には、地図及び表を提出すること。 

c) FMD のサーベイランス及び管理における農家、業界その他関連団体の役割

（FMD に関する研修及び啓蒙プログラムの説明を含む） 

d) FMD のサーベイランス及び管理における民間獣医師の役割 

3. FMD の根絶 

a) 履歴 

当該国及び地域の FMD の履歴、初発生の検出日、感染源、根絶日（最終症例の

日付）並びに当該事例の型及び亜型の説明を提出すること。 

b) 戦略 

当該地域で FMD がどのように管理及び根絶されたか（摘発淘汰政策、修正摘発

淘汰政策等）を説明すること。 

c) ワクチン及びワクチン接種 

i) 当該地域でこれまで FMD ワクチンが使用されたか。使用された場合には、
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最終ワクチン接種が実施されたのはいつか。ワクチン接種が正式に禁止さ

れたのはいつか。ワクチンが接種された動物種は何か。当該動物の末路は

何か。 

ii) また、過去 2 年間にワクチン接種が行われた場合には、当該ワクチン接種

戦略（ワクチン株の選定、力価及び型、純度、実施されたワクチンマッチ

ングの詳細、ワクチンが接種された動物種、ワクチンが接種された動物の

個体識別、動物のワクチン接種の証明又は報告の方法及び記録の保管方法

を含む）の説明及びその正当性の説明を提出すること。使用されたワクチ

ンが、陸生マニュアル第 2.1.5章を遵守している証拠もまた提出すること。 

iii) 当該国の残りの地域でワクチン接種が継続的に行われている場合には、ワ

クチン接種後監視プログラムの詳細を提出すること。 

d) FMD 根絶キャンペーンの法令、組織及び実施 

さまざまな段階の組織構造の説明を提出すること。詳細な運用指針の有無を示

し、簡潔な概要を提出すること。 

e) 動物個体識別及び移動管理 

感受性動物は（個別に又は群のレベルで）同定されているか。動物個体識別、

動物群登録及びトレーサビリティの方法の説明を提出すること。とりわけ第

8.8.10条の陸生コードの規定が適用される場合には、同一又は異なるステイタ

スの地域内及び地域間で、動物の移動はどのように管理されているか。動物個

体識別及び移動管理の有効性に関する証拠を提出すること。牧畜、移動放牧及

び関連移動経路に関する情報を提出してください。不法移動が摘発された場合

にとられる活動を説明すること。摘発された不法移動に関する情報を提出する

こと。 

4. FMD の診断 

陸生マニュアル第 1.1.2章、第 1.1.3章及び第 2.1.5 章の規定が適用されている証

拠書類を提出すること。とりわけ、以下の各号について言及されるものとする。 

a) 当該国で、FMD の検査室診断が行われているか。行われている場合には、認可

検査施設の一覧表を提出すること。行われていない場合には、試料が送付され

る検査施設の名称及び取り決めを提出すること。当該地域に由来する試料が診

断を受ける検査施設、追跡調査手順及び結果を入手するまでの期間を示すこと。 

b) FMD 認可検査施設の概観を提出すること。とりわけ、以下の項目に言及するこ

と。 

i) 検査施設の公式認定手順 

当該検査室系に整備されている又は整備が計画されている内部品質管理制
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度（優良試験所規範（GLP）、ISO 等）の詳細を提出すること。 

ii) 検査施設間技能試験の成績の詳細を提出すること。 

iii) 生きたウイルスの取扱いに関する詳細を提出すること。 

iv) 適用されているバイオセキュリティ措置 

v) 請け負う検査のタイプ及びその適用される使用法におけるその性能（特異

性及び感受性） 

vi) 検査室の検査及び試料処理能力 

5. FMD のサーベイランス 

当該国における FMD のサーベイランスが、陸生コード第 8.8.40 条から第 8.8.42

条及び陸生マニュアル第 2.1.5 章の規定を遵守している証拠書類を提出すること。

とりわけ、以下の各号について言及されるものとする。 

a) 臨床的疑似 

FMD の疑いを抱く基準は何か。通報手順はどのようなものか（誰が誰に通報す

るのか）及び通報しなかった場合にはどのような罰則が伴うのか。過去 2 年間

の疑似症例の頭数、FMDV の検査をした試料の数量、動物種、試料のタイプ、

検査方法及び結果（鑑別診断を含む）を示す要約表を提出すること。 

b) 血清学的サーベイランス 

感染の清浄性を立証するため、血清学的調査を実施したことがあるか。実施し

たことがある場合には、当該調査計画（対象個体群、推定感染率、信頼性の水

準、試料採取数、層化、採材方法及び使用された診断検査）の詳細情報を提出

すること。それは、どの程度の頻度で行われているのか。野生生物の感受性動

物種は、血清学的調査に含まれているか。過去 2年間の FMDV の検査を受けた

試料の数、動物種、試料のタイプ、検査方法及び結果（鑑別診断を含む）を示

す要約表を提出すること。すべての疑似及び陽性結果に対しとられた追跡調査

活動の詳細を提出すること。調査を受けた動物及び検査を受けた試料のリスク

及び数に基づき、標的型サーベイランスの個体群選定基準を提出すること。サ

ーベイランスシステムの実績を監視するため採用された方法（指標を含む）の

詳細を提出すること。 

c) 家畜頭数の動態及び経済的側面 

当該国及び当該地域における動物種別及び生産システム別感受性個体群は、ど

のようなものになるか。当該国には、感受性種毎にいくつの動物群、フロック

等があるか。それはどのように分布しているのか（動物群の密度等）。適宜地図

を提出すること。 
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d) 野生生物頭数の動態 

当該国及び当該地域に生息する感受性動物種は何か。個体数及び地理的分布の

推定を提出すること。家畜の感受性動物種と野生動物の感受性動物種との接触

を予防するため実施されている措置は何か。 

e) と畜場及び市場又は FMD 感受性家畜が集合する催事（共進会、品評会、競技会

等） 

主要な家畜売買又は集積施設はどこにあるのか。当該国内の家畜移動パターン

はどのようなものか。当該動物は、取引中にどのように輸送され、取り扱われ

るのか。 

6. FMD の予防 

a) 近隣諸国との協調 

隣接国又は地域に関し、考慮すべき適当な要素はあるか（大きさ、隣接する境

界から罹患動物群又は動物までの距離等）。近隣諸国及び地域との協調、協力及

び情報共有活動を記載すること。 

当該非ワクチン接種 FMD 清浄地域が、FMD 汚染国内に所在している又は汚染

国若しくは地域と境界を接している場合には、物理的又は地理的障壁を考慮し

て、当該病原体の侵入を有効に予防するためとられているバイオセキュリティ

措置を記載すること。 

b) 動物産物を含有する残飯の豚への給餌に対し管理が行われているか。行われて

いる場合には、当該管理の適用範囲に関する情報を提出し、管理及びサーベイ

ランス措置を記載すること。 

c) 輸入管理手続 

当該国は、どこの国又は地域からの感受性動物又はその産物の当該清浄地域へ

の輸入を許可しているか。当該国又は地域を承認するのにどのような基準が適

用されているか。当該動物及び産物の輸入及びその後の内国移動にどのような

管理が適用されているか。どのような輸入条件及び検査手続が必要か。感受性

動物種の輸入動物は、検疫を受ける又は隔離期間をとる必要があるか。その必

要がある場合には、そのための期間はどの程度で、場所はどこか。輸入許可書

及び衛生証明書は必要か。この他にどのような手続がとられているのか。原産

国又は地域、動物種及び輸入量を明記した、過去 2 年間の感受性動物及びその

産物の簡易統計を提出すること。 

i) 港、空港及び陸路国境通過点の数及び場所の地図を提出すること。輸入管

理を所掌する公的部門は、公的機関の一部か又は独立した機関か。独立し

た機関の場合には、その運営体制、職員水準及び財政、並びに中央獣医サ

ービスに対するその説明責任を記載すること。中央当局と国境検査部署と
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の間及び国境検査部署相互間のコミュニケーションシステムを記載するこ

と。 

ii) 国際交通からの廃棄物の安全な廃棄に使用される方法の説明及び誰が責任

者かを提出し、廃棄された量及び廃棄処分場所の過去 2 年間の要約を提出

すること。 

iii) 以下に掲げる物の輸入及び追跡調査に関連した、当該国への輸入地点又は

最終目的地での検査の規制、手順、タイプ及び頻度を記載すること。 

— 動物 

— 遺伝物質（精液及び受精卵） 

— 動物産物 

— 動物用医薬品（生物製剤等） 

— FMDV に汚染されているリスクのあるその他の物質 

iv) 不法輸入が摘発された場合に法令の下とることができる措置及び実際にと

られる措置を記載すること。摘発された不法輸入に関する情報を提出する

こと。 

d) 過去の疾病侵入を受けて、今後の FMD 発生を予防するためにとられている是正

措置を記載し、その正当性を説明すること。 

7. 緊急時対応計画及び発生対応プログラム 

a) FMD の疑似又は確定発生に対処するため公的機関が利用可能な成文指針（緊急

時対応計画等）の詳細を提出すること。 

b) 疑似症例が認められた土地建物に対し、最終診断が下るまでの間、隔離措置が

課されるか。疑似症例に関し、その他どのような手続がとられるのか（家畜の

移動禁止等）。 

c) FMD の発生があった場合： 

i) 当該原因病原体の有無を同定及び確認するために使用された採材及び検査

手順を示すこと。 

ii) FMD に汚染されていることが認められた飼育施設の中及び周辺で、当該疾

病状況を報告及び管理するためとられた活動を記載すること。 

iii) 一般的にとられた管理又は根絶方法（ワクチン接種、摘発淘汰政策、部分

的と畜又はワクチン接種、死体その他の汚染産物及び物質の廃棄処分の方

法、除染等）を示すこと。抗原及びワクチンバンクの利用に関する情報を
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含めること。 

iv) 管理又は根絶の成功を確認するために使用された方法（再導入規定、おと

り動物、血清学的サーベイランスプログラム等）を記載すること。 

v) 疾病管理又は根絶目的で動物がと畜される場合に農家が利用可能な補償支

払いの詳細及びその所定のスケジュールを提出すること。 

8. 陸生コードの遵守 

加盟国の OIE 代表は、第 8.8.4条の規定が適切に実施され、監督されている証拠書

類に加えて、以下の各号の旨の宣言を提出しなければならない。 

a) 過去 12か月間、FMD の発生がないこと。 

b) 過去 12か月間、FMDV 感染の証拠が認められないこと。 

c) 過去 12か月間、FMD に対するワクチン接種が行われていないこと。 

d) ワクチン接種の停止以後、FMD のワクチンが接種された動物が輸入されていな

いこと（第 8.8.10条に従う場合を除く）。 

9. ステイタスの回復 

ステイタスの回復を申請する加盟国は、陸生コードの第 8.8.7条並びに第 8.8.2条

の第 1号、第 3号及び第 4号の規定を遵守し、本質問表の第 1項から第 7項に指定

された（すべての）情報を提出するものとする。FMD の根絶（第 3項）、FMD の診

断（第 4項）、FMD の血清学的サーベイランス（第 5項 b）、FMD の予防（第 6項）

並びに緊急時対応計画及び発生対応プログラム（第 7項）にとりわけ重点を置くも

のとする。 

ワクチン接種 FMD 清浄地域 

陸生コード第 8.8章の下でワクチン接種 FMD 清浄地域のステイタスの認定を申請する加盟国の報告書 

1. 序論 

a) 地理的要素 

当該国及び当該地域の全般的な説明（FMD の伝播に関連する物理的、地理的そ

の他の要素、境界を共有する国又は地域、並びに隣接していない場合もあるが、

疾病の潜在的侵入の関連性を共有するその他の国又は地域を含む）を提出する

こと。当該地域（設定されている場合には防護地域を含む）の境界は、明瞭に

定められていなければならない。当該地域の地理的境界の簡潔な説明文を付け

たデジタル地理参照地図を提出すること。 
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b) 畜産業 

当該国及び当該地域の畜産業の全般的な説明を提出すること。 

2. 獣医制度 

a) 法令 

FMD に関連するすべての関係獣医法令の一覧表及び概要を提出すること。 

b) 獣医サービス 

当該国の獣医サービスによる陸生コード第 3.1 章及び第 3.2 章の規定並びに陸

生コード第 1.1.3 条の遵守に関する裏付け資料を提出し、獣医サービスがどの

ようにしてすべての FMD 関連活動を監督、管理及び維持しているかを説明する

こと。可能な場合には、地図及び表を提出すること。 

c) FMD のサーベイランス及び管理における農家、業界その他関連団体の役割

（FMD に関する研修及び啓蒙プログラムの説明を含む） 

d) FMD のサーベイランス及び管理における民間獣医師の役割 

3. FMD の根絶 

a) 履歴 

当該国及び地域の FMD の履歴、初発生の検出日、感染源、根絶日（最終症例の

日付）並びに当該事例の型及び亜型の説明を提出すること。 

b) 戦略 

当該地域で FMD がどのように管理及び根絶されたか（摘発淘汰政策、修正摘発

淘汰政策等）を説明すること。 

c) ワクチン及びワクチン接種 

当該ワクチン接種戦略（ワクチン株の選定、力価及び型、純度、実施されたワ

クチンマッチングの詳細、ワクチンが接種された動物種、ワクチンが接種され

た動物の個体識別、動物のワクチン接種の証明又は報告の方法及び記録の保管

方法、最後のワクチン接種が行われた日付並びにワクチンが接種された動物の

処分（当該個体群から排除、当該個体群に留置等）を含む）の説明及びその正

当性の説明を提出すること。その有効性を示す証拠（ワクチン接種範囲、血清

学的サーベイランス等）を提出すること。使用されたワクチンが、陸生マニュ

アル第 2.1.5章を遵守している証拠もまた提出すること。 

d) FMD 根絶キャンペーンの法令、組織及び実施 
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さまざまな段階の組織構造の説明を提出すること。詳細な運用指針の有無を示

し、簡潔な概要を提出すること。 

e) 動物個体識別及び移動管理 

感受性動物は（個別に又は群のレベルで）同定されているか。動物個体識別、

動物群登録及びトレーサビリティの方法（ワクチン接種の日付を含む）の説明

を提出すること。とりわけ第 8.8.10条の陸生コードの規定が適用される場合に

は、同一又は異なるステイタスの地域内及び地域間で、動物の移動はどのよう

に管理されているか。動物個体識別及び移動管理の有効性に関する証拠を提出

すること。牧畜、移動放牧及び関連移動経路に関する情報を提出してください。

不法移動が摘発された場合にとられる活動を説明すること。摘発された不法移

動に関する情報を提出すること。 

4. FMD の診断 

陸生マニュアル第 1.1.2章、第 1.1.3章及び第 2.1.5 章の規定が適用されている証

拠書類を提出すること。とりわけ、以下の各号について言及されるものとする。 

a) 当該国で、FMD の検査室診断が行われているか。行われている場合には、認可

検査施設の一覧表を提出すること。行われていない場合には、試料が送付され

る検査施設の名称及び取り決め、追跡調査手順及び結果を入手するまでの期間

を提出すること。当該地域に由来する試料が診断を受ける検査施設を示すこと。 

b) FMD 認可検査施設の概観を提出すること。とりわけ、以下の項目に言及するこ

と。 

i) 検査施設の公式認定手順 

当該検査室系に整備されている又は整備が計画されている内部品質管理制

度（優良試験所規範（GLP）、ISO 等）の詳細を提出すること。 

ii) 検査施設間技能試験の成績の詳細を提出すること。 

iii) 生きたウイルスの取扱いに関する詳細を提出すること。 

iv) 適用されているバイオセキュリティ措置 

v) 請け負う検査のタイプ及びその適用される使用法におけるその性能（特異

性及び感受性） 

vi) 検査室の検査及び試料処理能力 

5. FMD のサーベイランス 

当該国における FMD のサーベイランスが、陸生コード第 8.8.40 条から第 8.8.42

条及び陸生マニュアル第 2.1.5 章の規定を遵守している証拠書類を提出すること。
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とりわけ、以下の各号について言及されるものとする。 

a) 臨床的疑似 

FMD の疑いを抱く基準は何か。通報手順はどのようなものか（誰が誰に通報す

るのか）及び通報しなかった場合にはどのような罰則が伴うのか。過去 2 年間

の疑似症例の頭数、FMDV の検査をした試料の数量、動物種、試料のタイプ、

検査方法及び結果（鑑別診断を含む）を示す要約表を提出すること。 

b) サーベイランス 

感染の清浄性を立証するため、とりわけ第 8.8.42条の規定を適用して、血清学

的及びウイルス学的調査を実施したことがあるか。実施したことがある場合に

は、当該調査計画（対象個体群、推定感染率、信頼性の水準、試料採取数、層

化、採材方法及び使用された診断検査）の詳細情報を提出すること。それは、

どの程度の頻度で行われているのか。野生生物の感受性動物種は、血清学的調

査に含まれているか。過去 2年間の FMD 及び FMDV の検査を受けた試料の数、

動物種、試料のタイプ、検査方法及び結果（鑑別診断を含む）を示す要約表を

提出すること。すべての疑似及び陽性結果に対しとられた追跡調査活動の詳細

を提出すること。調査を受けた動物及び検査を受けた試料のリスク及び数に基

づき、標的型サーベイランスの個体群選定基準を提出すること。サーベイラン

スシステムの実績を監視するため採用された方法（指標を含む）の詳細を提出

すること。 

c) 家畜頭数の動態及び経済的側面 

当該国及び当該地域における動物種別及び生産システム別感受性個体群は、ど

のようなものになるか。当該国には、感受性種毎にいくつの動物群、フロック

等があるか。それはどのように分布しているのか（動物群の密度等）。適宜地図

を提出すること。 

d) 野生生物頭数の動態 

当該国及び当該地域に生息する感受性動物種は何か。個体数及び地理的分布の

推定を提出すること。家畜の感受性動物種と野生動物の感受性動物種との接触

を予防するため実施されている措置は何か。 

e) と畜場及び市場又は FMD 感受性家畜が集合する催事（共進会、品評会、競技会

等） 

主要な家畜売買又は集積施設はどこにあるのか。当該国内の家畜移動パターン

はどのようなものか。当該動物は、取引中にどのように輸送され、取り扱われ

るのか。 

6. FMD の予防 
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a) 近隣諸国との協調 

隣接国又は地域に関し、考慮すべき適当な要素はあるか（大きさ、隣接する境

界から罹患動物群又は動物までの距離等）。近隣諸国及び地域との協調、協力及

び情報共有活動を記載すること。 

当該ワクチン接種 FMD 清浄地域が、FMD 汚染国内に所在している又は汚染国

若しくは地域と境界を接している場合には、物理的又は地理的障壁を考慮して、

当該病原体の侵入を有効に予防するためとられているバイオセキュリティ措置

を記載すること。 

b) 動物産物を含有する残飯の豚への給餌に対し管理が行われているか。行われて

いる場合には、当該管理の適用範囲に関する情報を提出し、管理及びサーベイ

ランス措置を記載すること。 

c) 輸入管理手続 

当該国は、どこの国又は地域からの感受性動物又はその産物の当該清浄地域へ

の輸入を許可しているか。当該国又は地域を承認するのにどのような基準が適

用されているか。当該動物及び産物の輸入及びその後の内国移動にどのような

管理が適用されているか。どのような輸入条件及び検査手続が必要か。感受性

動物種の輸入動物は、検疫を受ける又は隔離期間をとる必要があるか。その必

要がある場合には、そのための期間はどの程度で、場所はどこか。輸入許可書

及び衛生証明書は必要か。この他にどのような手続がとられているのか。原産

国又は地域、動物種及び輸入量を明記した、過去 2 年間の感受性動物及びその

産物の簡易統計を提出すること。 

i) 港、空港及び陸路国境通過点の数及び場所の地図を提出すること。輸入管

理を所掌する公的部門は、公的機関の一部か又は独立した機関か。独立し

た機関の場合には、その運営体制、職員水準及び財政、並びに中央獣医サ

ービスに対するその説明責任を記載すること。中央当局と国境検査部署と

の間及び国境検査部署相互間のコミュニケーションシステムを記載するこ

と。 

ii) 国際交通からの廃棄物の安全な廃棄に使用される方法の説明及び誰が責任

者かを提出し、廃棄された量及び廃棄処分場所の過去 2 年間の要約を提出

すること。 

iii) 以下に掲げる物の輸入及び追跡調査に関連した、当該国への輸入地点又は

最終目的地での検査の規制、手順、タイプ及び頻度を記載すること。 

— 動物 

— 遺伝物質（精液及び受精卵） 

— 動物産物 
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— 動物用医薬品（生物製剤等） 

— FMDV に汚染されているリスクのあるその他の物質 

iv) 不法輸入が摘発された場合に法令の下とることができる措置及び実際にと

られる措置を記載すること。摘発された不法輸入に関する情報を提出する

こと。 

d) 過去の疾病侵入を受けて、今後の FMD 発生を予防するためにとられている是正

措置を記載し、その正当性を説明すること。 

7. 緊急時対応計画及び発生対応プログラム 

a) FMD の疑似又は確定発生に対処するため公的機関が利用可能な成文指針（緊急

時対応計画等）の詳細を提出すること。 

b) 疑似症例が認められた土地建物に対し、最終診断が下るまでの間、隔離措置が

課されるか。疑似症例に関し、その他どのような手続がとられるのか（家畜の

移動禁止等）。 

c) FMD の発生があった場合： 

i) 当該原因病原体の有無を同定及び確認するために使用された採材及び検査

手順を示すこと。 

ii) FMD に汚染されていることが認められた飼育施設の中及び周辺で、当該疾

病状況を報告及び管理するためとられた活動を記載すること。 

iii) 一般的にとられた管理又は根絶方法（ワクチン接種、摘発淘汰政策、部分

的と畜又はワクチン接種、死体その他の汚染産物及び物質の廃棄処分の方

法、除染等）を示すこと。抗原及びワクチンバンクの利用に関する情報を

含めること。 

iv) 管理又は根絶の成功を確認するために使用された方法（再導入規定、おと

り動物、血清学的サーベイランスプログラム等）を記載すること。 

v) 疾病管理又は根絶目的で動物がと畜される場合に農家が利用可能な補償支

払いの詳細及びその所定のスケジュールを提出すること。 

8. 陸生コードの遵守 

加盟国の OIE 代表は、第 8.8.5条の規定が適切に実施され、監督されている証拠書

類に加えて、以下の各号の旨の宣言を提出しなければならない。 

a) 過去 12か月間、FMD の発生がないこと。 

b) 過去 12か月間、FMDV 伝搬の証拠が認められないこと。 
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c) 第 8.8.40 条から第 8.8.42 条に従う FMD 及び FMDV 伝搬のサーベイランスが

行われていること。 

9. ステイタスの回復 

ステイタスの回復を申請する加盟国は、陸生コードの第 8.8.7条並びに第 8.8.3条

の第 1号、第 3号及び第 4号の規定を遵守し、本質問表の第 1項から第 7項に指定

された（すべての）情報を提出するものとする。FMD の根絶（第 3項）、FMD の診

断（第 4項）、FMD の血清学的サーベイランス（第 5項 b）、FMD の予防（第 6項）

並びに緊急時対応計画及び発生対応プログラム（第 7項）にとりわけ重点を置くも

のとする。 

第 1.6.7条 

CBPP に関する質問表 

CBPP 清浄国 

陸生コード第 11.7 章の下で CBPP 清浄国のステイタスの認定を申請する加盟国の報告書 

以下の項目に簡潔に答えてください。国の規制及び法律並びに獣医行政府の指示は、

OIE 公式言語のひとつによって、適宜引用し、添付することができる。 

1. 序論 

a) 地理的要素 

当該国の全般的な説明（CBPP の伝播に関連する物理的、地理的その他の要素、

国境を共有する国、並びに隣接していない場合もあるが、疾病の潜在的侵入の

関連性を共有するその他の国を含む）を提出すること。同要素を明確化する地

図を提出すること。 

b) 畜産業 

当該国の畜産業の全般的な説明を提出すること。 

2. 獣医制度 

a) 法令 

CBPP に関連するすべての関係獣医法令の一覧表及び概要を提出すること。 

b) 獣医サービス 

当該国の獣医サービスによる陸生コード第 3.1 章及び第 3.2 章の規定並びに陸

生コード第 1.1.3 条の遵守に関する裏付け資料を提出し、獣医サービスがどの
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ようにしてすべての CBPP 関連活動を監督、管理及び維持しているかを説明す

ること。可能な場合には、地図及び表を提出すること。 

c) CBPP のサーベイランス及び管理における農家、業界その他関連団体の役割

（CBPP に関する研修及び啓蒙プログラムの説明を含む） 

d) CBPP のサーベイランス及び管理における民間獣医師の役割 

3. CBPP の根絶 

a) 履歴 

当該国の CBPP の履歴、初発生の検出日、感染源、根絶日（最終症例の日付） 

b) 戦略 

CBPP がどのように管理及び根絶されたか（摘発淘汰政策、修正摘発淘汰政策、

地域別政策等）を説明すること。根絶までの時間的流れを提出すること。 

c) ワクチン及びワクチン接種 

これまでに CBPP ワクチンが使用されたか。使用された場合には、最終ワクチ

ン接種が実施されたのはいつか。 

d) CBPP 根絶キャンペーンの法令、組織及び実施 

さまざまな段階の組織構造の説明を提出すること。詳細な運用指針の有無を示

し、簡潔な概要を提出すること。 

e) 動物個体識別及び移動管理 

すべての感受性動物は（個別に又は群のレベルで）同定されているか。動物個

体識別、動物群登録及びトレーサビリティの方法の説明を提出すること。動物

の移動は、当該国でどのように管理されているか。動物個体識別及び移動管理

の有効性に関する証拠を提出すること。牧畜、移動放牧及び関連移動経路に関

する情報を提出してください。 

4. CBPP の診断 

陸生マニュアル第 1.1.2章、第 1.1.3章及び第 2.1.5 章の規定が適用されている証

拠書類を提出すること。とりわけ、以下の各号について言及されるものとする。 

a) 当該国で、CBPP の検査室診断が行われているか。行われている場合には、認

可検査施設の一覧表を提出すること。行われていない場合には、試料が送付さ

れる検査施設の名称及び当該検査施設との取り決め、追跡調査手順並びに結果

を入手するまでの期間を提出すること。 
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b) CBPP 認可検査施設の概観を提出すること。とりわけ、以下の項目に言及する

こと。 

i) 検査施設の公式認定手順 

当該検査室系に整備されている又は整備が計画されている内部品質管理制

度（優良試験所規範（GLP）、ISO 等）の詳細を提出すること。 

ii) 検査施設間技能試験（リングテスト）への参加の詳細を提出すること。 

iii) 適用されているバイオセキュリティ措置 

iv) 請け負う検査のタイプ（M. mycoides subsp. mycoides LC と対比して M. 
mycoides subsp. mycoides SC を分離及び同定する方法を含む） 

5. CBPP のサーベイランス 

当該国におけるCBPPのサーベイランスが、陸生コード第11.7.13条から第 11.7.17

条及び陸生マニュアル第 2.4.9 章の規定を遵守している証拠書類を提出すること。

とりわけ、以下の各号について言及されるものとする。 

a) 臨床サーベイランス 

CBPP の疑いを抱く基準は何か。通報手順はどのようなものか（誰が誰に通報

するのか）及び通報しなかった場合にはどのような罰則が伴うのか。過去 2 年

間の疑似症例の頭数、CBPP 病原体の検査をした試料の数量、動物種、試料の

タイプ、検査方法及び結果（鑑別診断を含む）を示す要約表を提出すること。 

b) と畜場、と畜検査台、食肉処理場 

CBPP 病変の疑いを抱く基準は何か。通報手順はどのようなものか（誰が誰に

通報するのか）。過去 2年間の疑似症例の頭数、CBPP 病原体の検査をした試料

の数量、動物種、試料のタイプ、検査方法及び結果（鑑別診断を含む）を示す

要約表を提出すること。 

c) 臨床サーベイランス及びと畜施設サーベイランスに関与する者に対する研修プ

ログラム、並びに CBPP サーベイランスプログラムへの社会の関与を高めるた

め使用されるアプローチの詳細を提出すること。 

d) 管理された食肉処理場で、有意な割合の動物がと畜されていない国の場合には、

CBPP を検出するため、どのような代替サーベイランス措置がとられているか

（アクティブ臨床サーベイランスプログラム、追跡検査室調査等）。 

e) 家畜頭数の動態及び経済的側面 

動物種別及び生産システム別感受性個体群は、どのようなものになるか。当該

国には、感受性種毎にいくつの動物群、フロック等があるか。それはどのよう
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に分布しているのか（動物群の密度等）。適宜地図を提出すること。 

f) と畜場及び市場 

主要な家畜売買又は集積施設はどこにあるのか。当該国内の家畜移動パターン

はどのようなものか。当該動物は、取引中にどのように輸送され、取り扱われ

るのか。 

g) 当該申請の前 2年間に展開された、感受性個体群における MmmSC の存在を除

外する措置の説明を提出すること。標的型サーベイランスの個体群並びに調査

を受ける動物及び検査を受ける試料の数の選定基準を提出すること。当該サー

ベイランスシステムの実績を評価するため採用される方法（指標を含む）の詳

細を提出すること。 

6. CBPP の予防 

a) 近隣諸国との協調 

隣接国に関し、考慮すべき適当な要素はあるか（大きさ、隣接する境界から罹

患動物群又は動物までの距離等）。近隣諸国との協調、協力及び情報共有活動を

記載すること。 

b) 輸入管理手続 

当該国は、どこの国又は地域からの感受性動物又はその産物の輸入を許可して

いるか。当該国又は地域を承認するのにどのような基準が適用されているか。

当該動物及び産物の輸入及びその後の内国移動にどのような管理が適用されて

いるか。どのような輸入条件及び検査手続が必要か。感受性動物種の輸入動物

は、検疫を受ける又は隔離期間をとる必要があるか。その必要がある場合には、

そのための期間はどの程度で、場所はどこか。輸入許可書及び衛生証明書は必

要か。この他にどのような手続がとられているのか。原産国又は地域、動物種

及び輸入量を明記した、過去 2 年間の感受性動物の輸入の簡易統計を提出する

こと。 

i) 港、空港及び陸路国境通過点の数及び場所の地図を提出すること。輸入管

理を所掌する公的部門は、公的機関の一部か又は独立した機関か。独立し

た機関の場合には、その運営体制、職員水準及び財政、並びに中央獣医サ

ービスに対するその説明責任を記載すること。中央当局と国境検査部署と

の間及び国境検査部署相互間のコミュニケーションシステムを記載するこ

と。 

ii) 国際交通からの廃棄物の安全な廃棄に使用される方法の説明及び誰が責任

者かを提出し、廃棄された量及び廃棄処分場所の過去 2 年間の要約を提出

すること。 

iii) 以下に掲げる物の輸入及び追跡調査に関連した、当該国への輸入地点及び
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／又は最終目的地での検査の規制、手順、タイプ及び頻度を記載すること。 

— 動物 

— 精液、受精卵及び卵子 

— 動物用医薬品（生物製剤等） 

iv) 不法輸入が摘発された場合に法令の下とることができる措置及び実際にと

られる措置を記載すること。摘発された不法輸入に関する情報を提出する

こと。 
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Annex 39 

C H A P T E R  1 . 6 .  

P R O C E D U R E S  F O R  P U B L I C A T I O N  O F  A  S E L F -  
D E C L A R A T I O N  O F  D I S E A S E  F R E E D O M ,  

R E C O G N I T I O N  O F  A N  O F F I C I A L  D I S E A S E  
S T A T U S  A N D  F O R  E N D O R S E M E N T  O F  A N  

O F F I C I A L  C O N T R O L  P R O G R A M M E  R E C O G N I T I O N  
B Y  T H E  O I E  

Article 1.6.1. 

General principles Publication by the OIE of a self-declaration of disease freedom 
by a Member Country 

A Member Countryries may wish to make a self-declaration as to of the freedom of a 
country, zone or compartment from an OIE listed disease or another animal disease. The Member Country may 
inform the OIE of the its claimed status and the OIE may publish the claim. Publication does not imply 
endorsement of the claim. and request that the OIE publish the self-declaration for information of OIE Member 
Countries.  

A Member Country requesting the publication of a self-declaration should follow the Standard Operating 
Procedure1 for submission of a self-declaration of disease freedom and provide documented information on its 
compliance with the relevant chapters of the Terrestrial Code, including:  

‒ evidence that the disease is a notifiable disease in the entire country; 

‒ history of absence or eradication of the disease in the country, zone or compartment; 

‒ surveillance and early warning system for all relevant species in the country, zone or compartment; 

‒ measures implemented to maintain freedom in the country, zone or compartment. 

The self-declaration may be published only after all the information provided has been received and an 
administrative and technical screening has been performed by the OIE. Publication does not imply endorsement 
of the claim of freedom by the OIE and does not reflect the official opinion of the OIE. Responsibility for the 
accuracy of the information contained in a self-declaration lies entirely with the OIE Delegate of the Member 
Country concerned. 

The OIE does not publish self-declarations of freedom for from bovine spongiform encephalopathy (BSE), foot 
and mouth disease (FMD), contagious bovine pleuropneumonia (CBPP), African horse sickness (AHS), peste des 
petits ruminants (PPR) and classical swine fever (CSF) diseases listed under point 1) of Article 1.6.1bis.  

Article 1.6.1.-bis 

Official recognition by the OIE 

Member Countries may request: 

1) official recognition of status by the OIE of as to: 

                                                           
1 http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/  
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a) freedom of a country or zone from African horse sickness; 

Annex 39 (contd) 

b) risk status of a country or zone with regard to bovine spongiform encephalopathy; 

c) freedom of a country or zone from classical swine fever; 

d) freedom of a country or zone from contagious bovine pleuropneumonia;  

e) freedom of a country or zone from foot and mouth disease, with or without vaccination; 

f) freedom of a country or zone from peste des petits ruminants; 

2) endorsement by the OIE of: 

a) an official control programme for contagious bovine pleuropneumonia; 

b) an official control programme for foot and mouth disease; 

c) an official control programme for peste des petits ruminants. 

1) the risk status of a country or zone with regard to BSE; 

2) the freedom of a country or zone from FMD, with or without vaccination; 

3) the freedom of a country or zone from CBPP; 

4) the freedom of a country or zone from AHS; 

5) the freedom of a country or zone from PPR; 

6) the freedom of a country or zone from CSF. 

The OIE does not grant official recognition or endorsement of an official control programme for other diseases 
other than those listed under points 1) and 2) above. 

In these cases, Member Countries should present documentation setting out the compliance of their Veterinary 
Services with the applicant country or zone with the provisions of Chapters 1.1., 3.1. and 3.2. of the Terrestrial 
Code and with the provisions of the relevant disease-specific chapters in the Terrestrial Code and the Terrestrial 
Manual. 

When requesting official recognition of disease status or endorsement by the OIE of an official control programme, 
the Member Country should submit to the OIE Status Department a dossier providing the information requested in 
the following Chapters (as appropriate): 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. or 1.12.in Articles 1.6.5. (for BSE), 1.6.6. (for 
FMD), 1.6.7. (for CBPP), 1.6.8. (for AHS), 1.6.9. (for PPR) or 1.6.10. (for CSF). 

The OIE framework for the official recognition and maintenance of disease status is described in 
Resolution No. XV (administrative procedures) and Resolution No. XVI (financial obligations) adopted during the 
83rd General Session in May 2015, as well as in the Standard Operating Procedures available on the OIE 
website2. 

The country or the zone, or the country having its official control programme endorsed will be included in the 
relevant list only after the evidence submitted, based on the provisions of Chapters 1.7. to 1.12., has been 
adopted by the World Assembly of OIE Delegates. 

Retention on the list requires that the information in relevant chapters be re-submitted annually and changes in 
the epidemiological situation or other significant events should be reported to the OIE in accordance with the 
requirements in Chapter 1.1.  

                                                           
2 http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/official-recognition-policy-and-procedures/  
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Annex 39 (contd) 

Article 1.6.2. 

Endorsement by the OIE of an official control programme for FMD 

Member Countries may wish to request an endorsement by the OIE of their official control programme for FMD. 

When requesting endorsement by the OIE of an official control programme for FMD, the Member Country should 
submit to the OIE Status Department a dossier providing the information requested in Article 1.6.11. 

Article 1.6.3. 

Endorsement by the OIE of an official control programme for PPR 

Member Countries may wish to request an endorsement by the OIE of their official control programme for PPR. 

When requesting endorsement by the OIE of an official control programme for PPR, the Member Country should 
submit to the OIE Status Department a dossier providing the information requested in Article 1.6.12. 

Article 1.6.4. 

Endorsement by the OIE of an official control programme for CBPP 

Member Countries may wish to request an endorsement by the OIE of their official control programme for CBPP. 

When requesting endorsement by the OIE of an official control programme for CBPP, the Member Country should 
submit to the OIE Status Department a dossier providing the information requested in Article 1.6.13. 

[…] 

____________________________ 
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第 8.14章 

狂犬病ウイルス感染症 

第 8.14.1条 

総則 

狂犬病は好神経性ウイルスである、モノネガウイルス目ラブドウイルス科のリッサウイ

ルスを原因とする疾病であり、本病は全ての哺乳類に伝播し得る。

狂犬病の原因となるリッサウイルスは、かつては“狂犬病ウイルス遺伝子型１”と呼ば

れ、世界中で確認されている。動物及びヒトにおける狂犬病報告事例のほとんどがこの

ウイルスによるものである。ヒトが狂犬病ウイルスに曝露される際の最も一般的な曝露

源は犬である。 

他のリッサウイルスの分布は地理的にも宿主的にも限られている。多くはコウモリから

分離され、公衆衛生上及び家畜衛生上の影響は限定的である。 

狂犬病の潜伏期間にはかなりの幅があるが、多くの場合は６か月以内に発症する。 

ウイルス排泄期間にも幅があり、臨床症状を示す以前にウイルス排泄が開始し得る。犬、

猫及びフェレットでは、臨床症状を呈する前 10 日以内にウイルスの排泄を開始し、こ

れが死に至るまで続く。 

吸血コウモリや、野生の食肉目動物に由来する狂犬病のみが発生している国であっても、

本病の経済的、公衆衛生的な影響を軽減するための公的管理計画を備えることを推奨す

る。 

本章は、ヒト及び動物における狂犬病の発生リスクを緩和するとともに、狂犬病ウイル

スの世界的な拡大を防ぐことを目的とする。

本章の目的を達成するため、 

狂犬病は、リッサウイルス（Lyssavirus）属の一種である狂犬病ウイルス（Rabies 
virus）（正式には、古典的狂犬病ウイルス遺伝子型 1）によって引き起こされる疾病

である。すべての哺乳類が感染に感受性がある。 

－すべての動物における狂犬病ウイルス感染を本病の発生とする。 

－他の動物種から独立したイヌ群で保持されてきたウイルスによる感染をイヌ由

参考資料６
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来狂犬病と定義する。これは疫学調査により決定される。 

－潜伏期間は６か月とする。 

人の最も一般的な狂犬病ウイルス暴露源は、世界的に、犬である。その他の哺乳類、と

りわけ食肉目及び翼手目の動物にもリスクがある。 

本章の目的は、狂犬病の人及び動物の健康に対するリスクを軽減し、当該疾病の国際的

なまん延を予防することである。 

陸生コードにおいては、第 8.13.3 条の条件を満たさない国は、狂犬病に汚染されてい

るとみなされる。 

診断検査及びワクチンの基準は、陸生マニュアルに規定される。 

第 8.14.2条 

犬における狂犬病の管理 

獣医当局は、狂犬病による公衆衛生上のリスクを最小限に抑え、最終的には犬における

狂犬病を撲滅するため、以下の各号を実施するものとする。 

1) 狂犬病は、当該国全域において通報対象であるものとし、疫学的状況又は関連事象

のいかなる変化も、第 1.1章に従い報告されるものとする。 

2) 動物における狂犬病疑似症例の調査及び報告を確保するための継続的早期発見プ

ログラムを最低限の条件とする第 1.4章に従う有効な疾病サーベイランスシステム

が、運用されているものとする。 

3) ワクチン接種、個体識別並びに犬、猫及びフェレットの輸入のための有効な手続等、

狂犬病の予防及び管理のための特定規制措置が、陸生コードの勧告と整合して実施

されるものとする。 

4) 第 7.7章と整合する野犬個体群の管理のためのプログラムが実施され、維持されて

いるものとする。 

第 8.14.32条 

狂犬病清浄国又は地域 

1) 国または地域は、以下の各号の場合には、狂犬病ウイルス感染がないとみなすこと

ができる。 

a) 狂犬病が、通報対象であり、疫学的状況又は関連事象のいかなる変化も、第 1.1

章に従い報告されている。 

b) 狂犬病を疑う臨床症状を示すべての事例について、適切な現地調査及び実験室
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における検査の対象となっていること。 

c) 狂犬病ウイルス感染を疑う 疑似 動物の調査及び報告を確保するための継続的

早期 発見プログラム 通報システムを最低限の条件とする、第 1.4章及び 8.14.9条

に従う有効な 疾病 サーベイランスシステムが、過去 ２年間 24 か月間、運用 実施

されている。 

d) 狂犬病の予防及び管理のための規制措置（動物の輸入を含む）が、8.14.4条か

ら 8.14.7条を含む関連の陸生コードの勧告と整合して実施されている。 

e) 過去 2年 24か月間、在来性の狂犬病ウイルス感染の症例が、確認されていない

こと。 

f) 過去 6 ヶ月間、食肉目又は翼手目の輸入症例が、動物検疫所外では確認されて

いないこと。 

2)高リスク動物への予防的ワクチン接種は、狂犬病のステイタスに影響を与えない。 

3)人の狂犬病の輸入症例は、狂犬病のステイタスに影響を与えない。 

第 8.14.32の bis条 

狂犬病ウイルス感染国又は地域 

8.14.2 条の要件を満たさない国または地域は、狂犬病ウイルスに感染しているとみな

す。 

第 8.14.32の ter条 

イヌ由来狂犬病ウイルス清浄国又は地域 

1) 国または地域は、以下の各号の条件を満たす場合、イヌ由来狂犬病がないとみなす

ことができる。 

a) イヌ由来狂犬病が通報対象疾病とされており、疫学的状況又は関連事象のいかな

る変化も、第 1.1章に従い報告されている。 

b) 狂犬病ウイルス感染を疑う動物の調査及び報告を確保するための継続的早期通報

システムを最低限の条件とする第 1.4章及び 8.14.9条に従う有効なサーベイラン

スシステムが過去 24か月間実施されている。 

c) 狂犬病の予防及び管理のための規制措置が、8.14.9 条の陸生コードの勧告と整合

して実施されている。 

d) 過去 24か月間、在来性のイヌ由来狂犬病ウイルス感染の症例が、確認されていな

いこと。 
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e) 第 7.7章と整合した野良犬管理プログラムが実施されている。 

2)以下の事項は狂犬病のステイタスに影響を与えない。 

 ‐予防的ワクチン接種 

 ‐野生動物における狂犬病ウイルスの存在 

 ‐人の狂犬病の輸入症例 

第 8.14.43条 

家畜及び飼育野生哺乳類における狂犬病清浄国からの輸入に関する勧告 

家畜及び飼育野生哺乳類の輸入 

獣医当局は、当該動物が以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義

務付けるものとする。 

1) 発送日の前日又は当日に狂犬病の臨床症状を呈していなかったこと。 

2) 以下の各号のいずれかを満たすこと。 

a) 誕生以来又は発送前少なくとも 6 ヶ月間、清浄国又は地域で飼育されていたこ

と。 

b) 第 8.13.65 条、第 8.13.76 条又は第 8.13.87 条 又は第 8.13.9 条 に規定される

規則に従い輸入されたこと。 

第 8.14.54条 

狂犬病清浄国からの野生及び野生化した哺乳類の輸入に関する勧告 

野生哺乳類の輸入 

獣医当局は、当該動物が以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義

務付けるものとする。 

1) 発送日の前日又は当日に狂犬病の臨床症状を呈していなかったこと。 

2) 以下の各号のいずれかを満たすこと。 

a) 汚染国の動物とのいかなる接触も排除する距離で捕獲されたこと。当該距離は、

行動圏、長距離移動等、輸出される動物種の生物学に従い、定められるものと

する。 

b) 発送前 6 ヶ月間、狂犬病ウイルス清浄国又は地域で監禁状態に置かれていたこ
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と。 

第 8.14.65条 

狂犬病ウイルスに汚染されているとみなされる国又は地域からの犬、猫及びフェレット

の輸入に関する勧告 

獣医当局は、当該動物が以下の第 1号及び第 2号、並びに第 3号及び第 4号、又は第 5

号を満たす旨証明する、第 5.11 章の様式を遵守した国際動物衛生証明書の提示を義務

付けるものとする。 

1) 発送日の前日又は当日に狂犬病の臨床症状を呈していなかったこと。 

2) 永続的に個体識別されており、その個体識別番号が証明書に記載されていること。 

3) 以下の各号のいずれかを満たすこと。 

a) 製造業者の勧告に従い、ワクチン接種又はワクチン再接種を受けたこと。当該

ワクチンは、陸生マニュアルに従い製造及び使用されたものとする。発送日前 13

ヶ月を超えて 12 ヶ月未満の間に、陸生マニュアルに規定される抗体価検査を受け

て、少なくとも 0.5IU/ml の陽性結果であったこと。 

b) 輸出前 6ヶ月間、動物検疫所で飼育されていたこと。 

第 8.14.76条 

狂犬病に汚染されているとみなされる国又は地域からのその他の感受性動物家畜の反

芻動物、馬科動物、ラクダ科動物及びイノシシ科動物 の輸入に関する勧告 

獣医当局は、当該動物が以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義

務付けるものとする。 

1) 発送日の前日又は当日に狂犬病の臨床症状を呈していなかったこと。 

2) 永続的に個体識別されており、その個体識別番号が証明書に記載されていること 。 

2) 以下の各号のいずれかを満たすこと。 

a) 発送前少なくとも 12 ヶ月間、狂犬病の 症例がない飼育施設で、発送前 6 ヶ月

間、飼育されていたこと。 

b) 製造業者の勧告に従い、ワクチン接種又はワクチン再接種を受けたこと。当該

ワクチンは、陸生マニュアルに従い製造及び使用されたものとする。 

3) 家畜が永続的に個体識別されている場合は、その個体識別番号が証明書に記載され

ていること。 
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第 8.14.87条 

狂犬病ウイルスに汚染されているとみなされる国又は地域からの実験動物の輸入に関

する勧告 

生物学的に安全な施設で生まれ、肥育されたげっ歯目及びウサギ目の輸入 

獣医当局は、当該動物が以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義

務付けるものとする。 

1) 発送日又はそれ以前に狂犬病の臨床症状を呈していなかったこと。 

2) 発送前少なくとも 12 ヶ月間、狂犬病の症例がいなかった、第 1.1.1 条に規定され

る生物学的に安全な施設で誕生し、以来飼育されていたこと。 

 

第 8.14.8条 

イヌ由来狂犬病の OIE認定公的管理計画 

本プログラムの目的は、加盟国がイヌ由来狂犬病の環境を漸次改善し、最終的に第 1.6

章の規定に基づく自己清浄化宣言を行うことができるようになることである。特定の対

策が一部の群のみを対象としていたとしても、公的管理計画は国全体に適用されるべき

である。 

加盟国は、自主的な取組として、各国が本条に沿った対策を開始した際には公的管理計

画の認定を申請することができる。 

イヌ由来狂犬病の公的管理計画の OIE認定を受ける際、加盟国は以下の取組を実施しな

ければならない。 

1) 第 1.1章の規定に沿った、定期的かつ迅速な動物疾病の報告記録があること。 

2) イヌ由来狂犬病の管理を行う能力を獣医組織が持つことの証拠を文書により提出

すること。この証拠には OIEの PVS 評価によりまとめられたデータを用いることが

できる可能性がある。 

3) 以下の各号の内容を含む、イヌ由来狂犬病の管理及び最終的な撲滅のための計画の

詳細を提出すること。 

a) 取組期間 

b) 導入予定の、管理計画の効果を評価する評価指標 

c) イヌ由来狂犬病の公的管理計画が国全体に適用されていることを示す文書 

120



第 8.14章 狂犬病ウイルス感染症 

 

2018 年 2 月 OIE－陸生動物衛生コード委員会   7 

4) 以下の内容を記載した、国内のイヌ由来狂犬病の状況を示す文書の提出。 

a) 最新の知見、知識格差及びイヌ由来狂犬病対策の進捗に焦点を当てた、国内の

疫学的状況の概要。 

b) 感染予防のための対策。 

bbis)発生を減少させ、少なくとも１つの地域で伝播をなくすための早期摘発及び

対応措置 

c) 野良犬を含むイヌの頭数の管理。 

d) 公衆衛生や野生動物及び野生化動物の担当部局などとの協力合意あるいは計画 

5) イヌ由来狂犬病のサーベイランスが実施されていることの証拠の提出 

a) 第 1.4章及び第 8.14．9条を考慮したものであること。 

b) 診断能力及び手順が示されていること。これには疫学調査のための診断期間へ

の定期的なサンプルの提出を含む。 

6) 公的管理プログラムの一貫としてワクチン接種を実施している場合は以下を提出

すること 

a) ワクチン接種が義務的に行われており、また、陸生マニュアルに沿って行われ

ていることの証拠 

b) ワクチンキャンペーンの詳細。特に以下の項目について。 

 ⅰ)対象数 

 ⅱ)ワクチンカバー率のモニタリング 

 ⅲ)使用ワクチンの仕様、取り締まり手続きの詳細 

7) 危機管理計画、発生に備えた対策の提出 

OIE が認定した加盟国のイヌ由来狂犬病公的管理計画は、1.6．Xbis 条に基づき、

提出された証拠に沿った対策を含む。公的管理計画を維持するためのリストには、

毎年の進捗状況の更新や、上記項目に関する大きな変更に係る情報が含まれる。疫

学的な状況の変化その他の大きな影響を持ちうる出来事については、第 1.1章の規

定に基づき OIEに報告されなければならない。 

OIEは以下の何れかの証拠があった場合は認定を取り消す可能性がある 

‐計画の実施期間や計画の評価指標に関する遵法義務違反 
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‐獣医組織の活動に係る重大な問題 

‐当該計画によって説明できず、また、収束させることのできないイヌ由来狂犬病

の発生数の増加 

第 8.14.9条 

狂犬病に汚染されているとみなされる国からの野生生物の輸入に関する勧告 

獣医当局は、当該動物が以下の各号を満たす旨証明する国際動物衛生証明書の提示を義

務付けるものとする。 

1) 発送日の前日又は当日に狂犬病の臨床症状を呈していなかったこと。 

2) 感受性動物からの隔離が維持され、発送前少なくとも 12 ヶ月間、狂犬病の症例が

いなかった飼育施設で、発送前 6ヶ月間、飼育されていたこと。 

第 8.14.9条 

サーベイランスの一般規定 

1) 加盟国は 1.4章の規定に沿って選択されたサーベイランス戦略が、流行状況を踏ま

え、感染を発見するため適切なものであることを示さなければならない。また、サ

ーベイランスは獣医当局の責任の下で実施されなければならない。  

狂犬病サーベイランスの対象となる疑い事例は、流涎、麻痺、無気力、通常とは異

なる攻撃性、通常とはことなる鳴き声の何れか１つ以上を示す動物とする。 

特に、加盟国は下記を実施しなければならない。 

a) 疑い事例の摘発及び調査を行うための公的な稼働中のシステム 

b) 疑い事例に由来するサンプルを迅速に採取し、診断施設に送付するための手続

き 

c) 診断及びサーベイランスのデータを記録、運用及び分析するためのシステム 

狂犬病サーベイランスは、狂犬病管理計画及び狂犬病ウイルス清浄国又は地域の維

持の効率を示唆するデータを提供する。 

2) 1.4 章に示す事項の他、以下の事項が狂犬病サーベイランスを実施する上で重要で

ある。 

a) 一般の関心 

獣医組織は一般市民の関心を高めるための取組を実施すべきである。この対象

には、いかなる疑い事例の確認時にも迅速な通報が求められる獣医補助職、獣
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医師及び診断技術者も含む。 

b) 臨床サーベイランス 

臨床サーベイランスは狂犬病サーベイランスの重要な要素であり、疑い事例を

発見する上で不可欠である。従って、その方法について定められているべきで

ある。それは疑い事例の特定と調査のためであり、また同時に、疑いが否定で

きない場合の診断に必要なサンプル採取のためでもある。実験室における検査

は陸生マニュアルで推奨されているサンプリング方法、サンプルの種類及び検

査法に従い行うべきである。 

c) サンプリング 

サーベイランス（サンプリングの誤りか）は疑い事例を対象として行うべきで

ある。一定の確率でサンプリングを行う方法は常に有用とは限らない。その例

として、健康動物を対象としたサンプリングで有用なサーベイランスデータが

得られることは希である。 

d) 疫学調査 

全ての国において、特に自己清浄宣言を検討している国又は地域にあっては、

ヒト及び動物の発生事例を対象とした継続的な疫学調査と分離ウイルスの分子

免疫額的分離が推奨される。このような調査により、感染経路、原因ウイルス

の地理的起源及び疫学的重要性が明らかとなる。 

e) 他の機関との協力  

獣医当局は、公衆衛生及び他の関係機関と適時協力するとともに、ヒト及び動

物における曝露を管理するための意思決定過程において、情報を共有しなけれ

ばならない。 

すべての地域において、近隣諸国の獣医当局はイヌ由来狂犬病の管理に協力すべきで

ある。 
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Annex 40b 

C H A P T E R  8 . 1 4 .  

I N F E C T I O N  W I T H  R A B I E S  V I R U S  

Article 8.14.1. 

General provisions  

Rabies is a disease caused by neurotropic viruses of the genus Lyssavirus in the family Rhabdoviridae of the 
order Mononegavirales and is transmissible to all mammals. Members of the orders Carnivora and Chiroptera are 
considered to be the main reservoir hosts. 

Rabies virus, the Lyssavirus formerly referred to as ‘classical rabies virus, genotype-1’, is found worldwide, and is 
responsible for the vast majority of reported animal and human rabies cases. The most common source of 
exposure of humans to rabies virus is the dog. 

Other lyssavirus species have more restricted geographical and host range, with the majority having been 
isolated from bats, with limited public and animal health implications.  

The incubation period for rabies is highly variable, and the majority of cases will develop disease within six 
months of exposure. 

The infective period for rabies virus is variable and can start before the onset of clinical signs. In dogs, cats and 
ferrets virus shedding can start up to 10 days before the onset of the first clinical signs and through death. 

Official control programmes to reduce the economic and public health burden of the disease are recommended 
even in those countries where only haematophagous bat-mediated rabies or wild carnivore-mediated rabies are 
present. 

The aim of this chapter is to mitigate the risk of rabies to human and animal health and to prevent the 
international spread of rabies virus. 

For the purposes of the Terrestrial Code: 

1) rabies is a disease caused by one member of the Lyssavirus genus: the Rabies virus (formerly referred to as 
classical rabies virus, gentype-1); all mammals are susceptible to infection; 

‒ a case is any animal infected with the rabies virus species; 

‒ dog-mediated rabies is defined as any infection with rabies virus maintained in the dog population 
independently of other animal species, as determined by epidemiological studies; 

‒ the incubation period shall be six months.  

Globally, the most common source of exposure of humans to rabies virus is the dog. Other mammals, particularly 
members of the Orders Carnivora and Chiroptera, also present a risk. 

The aim of this chapter is to mitigate the risk of rabies to human and animal health and to prevent the 
international spread of the disease. 

For the purposes of the Terrestrial Code, a country that does not fulfil the requirements in Article 8.14.3. is 
considered to be infected with Rabies virus. 

Standards for diagnostic tests and vaccines are described in the Terrestrial Manual. 
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Article 8.14.2. 

Control of rabies in dogs 

In order to minimise public health risks due to rabies, and eventually eradicate rabies in dogs, Veterinary 
Authorities should implement the following: 

1) rabies should be notifiable in the whole country and any change in the epidemiological situation or relevant 
events should be reported in accordance with Chapter 1.1.; 

2) an effective system of disease surveillance in accordance with Chapter 1.4. should be in operation, with a 
minimum requirement being an ongoing early detection programme to ensure investigation and reporting of 
suspected cases of rabies in animals; 

3) specific regulatory measures for the prevention and control of rabies should be implemented consistent with 
the recommendations in the Terrestrial Code, including vaccination, identification and effective procedures 
for the importation of dogs, cats and ferrets; 

4) a programme for the management of stray dog populations consistent with Chapter 7.7. should be 
implemented and maintained. 

Article 8.14.23. 

Rabies free Country or zone free from infection with rabies virus 

1) A country or zone may be considered free from infection with rabies virus when: 

a1) the disease is notifiable and any change in the epidemiological situation or relevant events are 
reported in accordance with Chapter 1.1.; 

b) all susceptible animals showing clinical signs suggestive of rabies are subjected to appropriate field 
and laboratory investigations; 

c2) an ongoing system of disease surveillance in accordance with Chapter 1.4. and Article 8.14.9. has 
been in operation place for the past two years 24 months, with a minimum requirement being 
an ongoing early warning system detection programme to ensure investigation and reporting of 
animals suspected of being infectedrabies suspect animals; 

d3) regulatory measures for the prevention of rabies are implemented consistent in accordance with the 
relevant recommendations in the Terrestrial Code including Articles 8.14.4. to 8.14.7., including for the 
importation of animal; 

e4) no case of indigenously acquired infection with rabies virus infection has been confirmed during the 
past two years 24 months;. 

5) no imported case in the Orders Carnivora or Chiroptera has been confirmed outside a quarantine 
station for the past six months. 

2) Preventive vaccination of at-risk animals does not affect the rabies free status. 

3) An imported human case of rabies does not affect the rabies free status. 
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Article 8.14.2.-bis 

Country or zone infected with rabies virus 

A country or zone that does not fulfil the requirements of Article 8.14.2. is considered to be infected with rabies 
virus. 

Article 8.14.2.-ter 

Country or zone free from dog-mediated rabies 

1) A country or zone may be considered free from dog-mediated rabies when:

a) dog-mediated rabies is a notifiable disease and any change in the epidemiological situation or relevant
events are reported in accordance with Chapter 1.1.;

b) an ongoing system of surveillance in accordance with Chapter 1.4. and Article 8.14.9. has been in
place for the past 24 months, with a minimum requirement being an early warning system to ensure
control, investigation and reporting of animals suspected of infection with rabies virus;

c) regulatory measures for the prevention of rabies are implemented in accordance with the relevant
recommendations in the Terrestrial Code and Article 8.14.9.;

d) no case of indigenously acquired dog-mediated rabies has occurred during the past 24 months;

e) a programme for the management of stray dog populations is implemented in accordance with
Chapter 7.7.

2) The following do not affect the status of a country or zone free from dog-mediated rabies:

‒ preventive vaccination; 

‒ presence of rabies virus in wildlife; 

‒ imported human cases of rabies. 

Article 8.14.34. 

Recommendations for importation of domestic and captive wild mammals from countries 
or zones free from infection with rabies virus free countries  

For domestic mammals, and captive wild mammals 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that the 
animals: 

1) showed no clinical sign of rabies the day prior to or on the day of shipment;

2) and either:

a) were kept since birth or at least six months prior to shipment in a free country or zone; or

b) were imported in accordance with the regulations stipulated in Articles 8.14.56., 8.14.67., or 8.14.78. or
8.14.9.
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Article 8.14.45. 

Recommendations for importation of wild and feral mammals from rabies free 
countries or zones free from infection with rabies virus 

For wild mammals 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that the 
animals: 

1) showed no clinical sign of rabies the day prior to or on the day of shipment;

2) and either:

a) have been captured at a distance that precludes any contact with animals in an infected country. The
distance should be defined in accordance with the biology of the species exported, including home
range and long distance movements; or

b) have been kept in captivity for the six months prior to shipment in a country or zone free from infection
with rabies virus free country.

Article 8.14.56. 

Recommendations for importation of dogs, cats and ferrets from countries or 
zones considered infected with rabies virus 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate complying with the 
model of Chapter 5.11. attesting that the animals: 

1) showed no clinical sign of rabies the day prior to or on the day of shipment;

2) were permanently identified and their identification number stated in the certificate;

3) and either:

a) were vaccinated or revaccinated in accordance with the recommendations of the manufacturer. The
vaccine should have been produced and used in accordance with the Terrestrial Manual and were
subjected not less than 1 3 months and not more than 12 months prior to shipment to an antibody
titration test as prescribed in the Terrestrial Manual with a positive result of at least 0.5IU/ml;

OR 

b) were kept in a quarantine station for six months prior to export.

Article 8.14.67. 

Recommendations for importation of other susceptible animals domestic ruminants, 
equids, camelids and suids from countries or zones considered infected with rabies 
virus 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that the 
animals: 

1) showed no clinical sign of rabies on the day prior to or on the day of shipment;

2) were permanently identified and the identification number stated in the certificate;
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23) either EITHER

a) were kept for the 6 months prior to shipment in an establishment where there has been no case of
rabies for at least 12 months prior to shipment;

OR 

b) were vaccinated or revaccinated in accordance with the recommendations of the manufacturer. The
vaccine was produced and used in accordance with the Terrestrial Manual.;

3) if domestic animals, were permanently identified and the identification number stated in the certificate.

Article 8.14.78. 

Recommendations for importation of laboratory animals from countries or 
zones considered infected with rabies virus 

For rodents and lagomorphs  born and reared in a biosecure facility 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that the 
animals: 

1) showed no clinical sign of rabies the day prior to or on the day of shipment;

2) were born and kept since birth in a biosecure facility as described in the Terrestrial Manual Chapter 1.1.1
and where there has been no case of rabies for at least 12 months prior to shipment.

Article 8.14.8. 

OIE endorsed official control programme for dog-mediated rabies 

The overall objective of an OIE endorsed official control programme for dog-mediated rabies is for Member 
Countries to progressively improve their dog-mediated rabies situation and eventually be able to make a self-
declaration in accordance with Chapter 1.6. as a country free from dog-mediated rabies. The official control 
programme should be applicable to the entire country even if certain measures are directed towards defined 
subpopulations only. 

Member Countries may, on a voluntary basis, apply for endorsement of their official control programme for dog-
mediated rabies when they have implemented measures in accordance with this article. 

For its official control programme for dog-mediated rabies to be endorsed by the OIE, the Member Country 
should: 

1) have a record of regular and prompt animal disease reporting in accordance with Chapter 1.1.;

2) submit documented evidence of the capacity of the Veterinary Services to control dog-mediated rabies. This
evidence may be provided using data generated by the OIE PVS Pathway;

3) submit a detailed plan of the programme to control and eventually eradicate dog-mediated rabies in the
country or zone including:

a) the timeline;

b) the performance indicators for assessing the effectiveness of the control measures to be implemented;

c) documentation indicating that the official control programme for dog-mediated rabies is applicable to
the entire country;
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4) submit a dossier on dog-mediated rabies in the country describing the following:

a) the general epidemiology in the country highlighting the current knowledge and gaps in knowledge and
the progress that has been made in controlling dog-mediated rabies;

b) the measures implemented to prevent introduction of infection;

bbis) the rapid detection of, and response to, dog-mediated rabies cases, to reduce the incidence and to 
eliminate transmission in at least one zone in the country; 

c) dog population management including stray dog control;

d) collaboration agreements or programmes with other Competent Authorities such as those responsible
for public health and management of wild and feral animals;

5) submit evidence that surveillance of dog-mediated rabies is in place:

a) by taking into account provisions in Chapter 1.4. and Article 8.14.9.;

b) by having diagnostic capability and procedures, including regular submission of samples to a
laboratory that carries out diagnosis to support epidemiological investigation;

6) where vaccination is practised as part of the official control programme for dog-mediated rabies, provide:

a) evidence (such as copies of legislation) that vaccination of selected populations is compulsory and in
accordance with the Terrestrial Manual;

b) detailed information on vaccination campaigns, in particular on:

i) target populations;

ii) monitoring of vaccination coverage;

iii) technical specifications of the vaccines used and description of the regulatory procedures in
place;

7) provide preparedness and contingency plans.

The Member Country's official control programme for dog-mediated rabies will be included in the list of 
programmes endorsed by the OIE only after the submitted evidence, based on the provisions of Article 1.6.Xbis, 
has been accepted by the OIE. Retention on the list requires an annual update on the progress of the official 
control programme and information on significant changes concerning the points above. Changes in the 
epidemiological situation and other significant events should be reported to the OIE in accordance with 
Chapter 1.1. 

The OIE may withdraw the endorsement of the official control programme if there is evidence of: 

‒ non-compliance with the timelines or performance indicators of the programme; or 

‒ significant problems with the performance of the Veterinary Services; or 

‒ an increase in the incidence of dog-mediated rabies that cannot be explained or addressed by the 
programme. 
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Annex 40b (contd) 

Article 8.14.9. 

Recommendations for importation of wildlife from countries considered infected with 
rabies 

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that the 
animals: 

1) showed no clinical sign of rabies the day prior to or on the day of shipment;

2) were kept for the six months prior to shipment in an establishment where separation from susceptible
animals was maintained and where there has been no case of rabies for at least 12 months prior to 
shipment. 

Article 8.14.9. 

General principles of surveillance 

1) A Member Country should justify the surveillance strategy chosen in accordance with Chapter 1.4., as being
adequate to detect the presence of infection with rabies virus, given the prevailing epidemiological situation.
Surveillance should be under the responsibility of the Veterinary Authority.

For the purposes of rabies surveillance a suspected case is a susceptible animal that displays any of the
following clinical signs: hypersalivation, paralysis, lethargy, abnormal aggression, abnormal vocalisation.

In particular, Member Countries should have in place:

a) a formal and ongoing system for detecting and investigating suspected cases;

b) a procedure for the rapid collection and transport of samples from suspected cases to a laboratory for
diagnosis;

c) a system for recording, managing and analysing diagnostic and surveillance data.

Rabies surveillance provides data that are indicators of the effectiveness of a rabies control programme and 
of the maintenance of freedom of infection with rabies virus in a country or zone. 

2) In addition to principles in Chapter 1.4. the following are critical for rabies surveillance:

a) Public awareness

The Veterinary Services should implement programmes to raise awareness among the public, as well
as veterinary paraprofessionals, veterinarians and diagnosticians, who should report promptly any
cases or suspected cases.

b) Clinical surveillance

Clinical surveillance is a critical component of rabies surveillance and essential for detecting suspected
cases. Therefore, a process should be in place and documented for the identification and investigation
of suspected cases as well as for sample collection for laboratory diagnosis when rabies cannot be
ruled out. Laboratory testing should use the recommended sampling techniques, types of samples and
tests described in the Terrestrial Manual.

c) Sampling

Surveillance should target suspected cases. Probability sampling strategies are not always useful, as
sampling of healthy animals (e.g. not involved in human exposure) rarely returns useful surveillance
data.
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d) Epidemiological investigation

In all situations, especially in countries or zones considering self-declaration of freedom, routine
epidemiological investigation of cases and molecular characterisation of virus isolates from human and
animal cases is encouraged. Such an investigation allows identification of sources of infection, their
geographic origin and their epidemiological significance.

e) Cooperation with other Competent Authorities

The Veterinary Authority should coordinate in a timely manner with public health and other Competent
Authorities and share information to support the decision-making process for the management of
human and animal exposure.

In all regions, Veterinary Authorities of neighbouring countries should cooperate in the control of dog-
mediated rabies. 

____________________ 
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5.1 Annex 33 Animal health surveillance (Chapter 1.4.) 動物衛生サーベイランス

◯第1.4.1条　参照条項を第3.1条のみから第3.1条（獣医サービス）のみから第3.4条
までとし、獣医サービスの評価、コミュニケーション、関係法令を追加
◯第1.4.2条　random samplingに代わり、probablity samplingを採用
◯第1.4.3条　ポイント2a)ⅰ)を移動させてebis)とするとともに、ｂ）中の「epidemiology」
を「biology 及び epidemiology」に修正
◯第1.4.4条　各ポイントの内容及び並びを下記のとおり修正
ポイント2）を10)に移動
ポイント3）　リスクベースサーベイランスの考え方を取り入れている旨を読み取りや
すくするため文章を修正
ポイント4）　と畜前後の検査及び報告に権威を持つ当局が関与する旨を明記
ポイント5)及び6)　ポイント10）に移動
ポイント7）のタイトルをSentinel units からSurveillance of sentinel unitsに修正
ポイント9)のタイトルをSyndromic data からSyndromic surveillanceに修正
ポイント10)をポイント7)に移動
第1.4.9条を移動し、ポイント8)とする
◯第1.4.5条　ポイント1)の第2パラグラフを削除する等、校正及び文意明瞭化の観点
から修正の上、1.4.4条のポイント2)として移動
◯第1.4.6条　タイトルからto demonstrateを削除するとともに、不要と考えられる冒頭
の一文を削除したほか、下記のとおり修正。
ポイント1中、正確性を期する観点からthe pathogenic agentを削除し、infection or
infestation in an animal populationを挿入するとともに、その他の点について校正的
観点から一部修正。
ポイント２中、ワクチン章との整合の観点からワクチンの非接種を求める2ⅳ)を削
除。その他、校正や明瞭性の観点から微修正。
ポイント３中、a)の条件としてサーベイランスを実施していることを明記
◯第1.4.8条　冒頭の一文に獣医当局のコントロールの下実施する旨を明記し、ま
た、疾病コントロールプログラムを規定する4.Y.4条のポイント2)及び6)の内容を移動
した上で、全体を新たな1.4.5条とする。

p.35

2018年2月コード委員会（報告書）で提示されたコード改正案のポイント

2018年9月のコード委員会に向け、加盟国に意見照会されたコード改正案、報告書及び作業計画(2018年7月12日、OIEへの提出締切り）

【コード改正に係るコメント募集】

参考資料 ７
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5.3 Annex 35
New introductory chapter for Section 4 on
Introduction to recommendations for disease
prevention and control (Chapter 4.Z.)

疾病の予防とコントロール
（第４章序文：新規）

○第4.Z.1条 正確性を期する観点から、contagiousをinfectiousに修正の他、校正上
の修正を実施。その他は下記のとおり
第3パラグラフ　ユーザーガイドとの横並びの観点から、疾病の予防及びコントロー
ルは獣医当局により実施される「べき」である旨規定。
第4及び第5パラグラフ　疾病発生時に考慮すべき要素にanimal welfareを追記、その
他公正的観点から修正

p.44

p.40

○タイトルを Management of outbreaks of listed diseasesから右記のとおりに変更。
また本省すべてにおいて、emerging and lised diseaseをlisted diseaese and emerging
diseaseに修正
○第4.Y.1条 冒頭一行目に人獣共通感染症が含まれることを明記。また、コスト分析
を常に実施するとは限らないため、where possibleを追記。その他、文意明瞭化また
は横並び等の観点から一部修正。
○第4.Y.2条　以下のとおり修正
2) 補償対象に、移動制限に起因するものを追記。
3) 疾病のコントロールに含まれるべき要素として、動物や物品の追跡を含む疫学調
査、乗り物等も移動制限の対象となりうることを示すため、formitiesを追記
○第4.Y.3条
ポイント１　対策が必要な疾病のリストはリスク分析に基づいて決定されるべきであ
る旨を明記
ポイント2ｄ　リカバリープランに必要な要素として食料供給を含む旨を追記
ポイント3　防疫演習を周辺諸国と協力して実施することもあり得る旨を明記
○第4.Y.4条　2)～4)を削除し、疾病の発生前に判断の基準を定めておくべきこと等を
規定した第1．4条及び、発生時の対応について規定している本条5)の記載内容のみ
に整理
○第4.Y.5条
ポイント1)　殺処分・と殺の実施について、状況により適否は判断されるべきである
ため、as appropriateを追記
ポイント2)　目的によって手段が変わり、また、手段によって目的が変わり得る旨を
追記。また、第2パラグラフ末に補償に係る法的枠組みについて記載
○第4.Y.6条　校正的観点からkillingを削除する等微修正
○第4.Y.7条　国境付近での発生においては獣医当局の責任で関係国と情報を共有
する旨を明記
○第4.Y.8条　消毒時に畜舎から隔離すべき対象として野生動物に加えて「その他の
動物」を明記
○第4.Y.9条　内容との整合性をとり、タイトルからtreatmentを削除
○第4.Y.10条　横並びの観点からゾーニングの目的に疾病の撲滅を追記するととも
に、ゾーンの種類として封じ込めゾーンを追加
○第4.Y.11条　コミュニケーションの対象にメディアを追記

リスト疾病のコントロール（新規）
New chapter on official control of listed and

emerging disease (Chapter 4.Y.)
Annex 345.2
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5.4 Annex 36 New chapter on the killing of reptiles for their
skins, meat and other products (Chapter 7.Y.)

は虫類（皮、肉及びその他用）の殺処
分（新規）

○は虫類が他の動物と解剖上及び生理上異なる点についての記載を追加。
○化学薬剤の効果はは虫類の代謝率によって異なる点を追加。
○容認できないスタンニング・と殺方法を修正。

p.45

5.8 Annex 37
Infection with African swine fever virus
(Articles 15.1.1.-bis, 15.1.2., 15.1.3., and
15.1.22. )

アフリカ豚コレラウイルス感染症

○第15.1.1bis条　缶詰の条件を追記するとともに、安全物品の対象が缶詰とゼラチ
ンのみである旨を明確化
○第15.1.3条　野生化豚や野生イノシシにおいてASFV感染が確認された場合であっ
ても豚及び豚由来物品の貿易には影響がない旨を明記

p.48

5.9 Annex 38 Glossary Part B 用語集Ｂ
○early warinig system　明瞭化のため、identificationを削除し、communicationを追
加
○sanitary measure　明瞭化のため、destined を designated に改める等修正

p.49

6.1 Annex 39
Procedures for self-declaration and for official
recognition by the OIE (Articles 1.6.1. to
1.6.4.)

OIEによる公式認定及び自己清浄宣
言のための手続き

○タイトルに疾病の清浄性や公的認証プログラムを公表する際の自己宣言である旨
を明記
○加盟各国が従うべき手順の概要を修正

p.49

6.3 Annex 40 Infection with rabies virus (Chapter 8.14.) 狂犬病ウイルス感染症
○犬由来狂犬病の定義や、犬由来狂犬病にかかる公的管理プログラムの詳細、一
般的なサーベイランス等について新たに規定することを提案

p.50

6.4 Annex 41 The proposals of the ad hoc  Group on Avian
influenza (December 2017)

鳥インフルエンザに係るアドホック・グ
ループの提案

○鳥インフルエンザの定義、家きんの定義、安全物品、ワクチン、サーベイランス、コ
ミュニケーションについて、今後のコード改正の議論のガイドとして用いられるアドバ
イスを提案

p.50

7.2 Annex 42 Work programme ワーク・プログラム
（今後の活動計画）

p.52
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4.15 Annex 43 Report of the ad hoc  Group on Animal welfare
and pig production systems (January 2018)

アニマル・ウェルフェアと豚生産シス
テムに係るアドホック・グループ報告

○加盟国からのコメント等を踏まえ、「アニマルウェルフェアと豚生産システム」の
コード案を議論。

p.26

5.4 Annex 44
Report of the ad hoc  Group on Killing
methods for farmed reptiles for their skins and
meat (January 2018)

は虫類（皮、肉及びその他用）の殺処
分方法に係るアドホック・グループ報
告

○加盟国からのコメント等を踏まえ、「は虫類（皮、肉及びその他用）の殺処分」の
コード案を議論。

p.45

6.4 Annex 45 Report of the ad hoc  Group on Avian
influenza (December 2017)

鳥インフルエンザに係るアドホック・グ
ループ報告

○鳥インフルエンザの定義、家きんの定義、安全物品、ワクチン、サーベイランス、コ
ミュニケーションについて、今後のコード改正の議論のガイドとして用いられるアドバ
イスを提案

p.50

7.6 Annex 46 Report of the ad hoc Group on Veterinary
paraprofessionals (February 2018)

獣医補助職に係るアドホック・グルー
プ報告

○加盟国からの質問票等を踏まえ、獣医補助職のcompetency documentの案を議
論。動物衛生、獣医公衆衛生、検査室診断の分野について、獣医補助職の必要な
能力を記述。
○獣医補助職のコアカリキュラムについて議論。competency documentの案と23の
コースの内容説明を比較し、適切で十分なものとなっているか検討。

p.55

【情報提供】
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