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資料5

本日の内容

Ⅰ 開催概要

Ⅱ 科学委員会

Ⅲ コード委員会

Ⅳ 選挙概要

Ⅴ その他
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日程：平成27年5月24日（日）～29日（金）

場所：フランス・パリ

出席者：農林水産省

大臣官房審議官（兼消費・安全局）（首席獣医官）
消費・安全局動物衛生課 国際衛生対策室長

畜水産安全管理課 水産安全室長
他
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Ⅰ 開催概要

スケジュール

24日（日） 25日（月） 26日（火） 27日（水） 28日（木） 29日（金）

(10:00‐15:00)

登録
(9:00‐10:30)
議事決定

昨年の活動報告
及び来年の作業
計画

(8:30‐9:00)
行政会合
•事務局長選挙

(9:00‐12:30)

コード委
員会
※コード改正案の
採決

(9:00‐11:00)

•世界の動物衛
生状況に関す
る最近の発生
事例及び傾向

(9:00‐12:30)
行政会合

•理事会、事務
局報告

•選挙
（地域委員会、
専門委員会、
総会議長・副
議長、理事会）

(9:30‐11:00)

国際機関によ
るプレゼン

(11:00‐12:30)

技術議題：動物
衛生管理等での
情報技術の活用

(11:30‐13:00)

水生動物委員
会※コード・マニュ
アル改正案の採決

(11:30‐12:30)

（技術的）決議案の
提示・採決

(13:00‐14:30)
記者会見

(14:00‐18:30)

各地域
委員会

(14:30‐18:30)

科学委
員会
※公式疾病ステータ
ス認定案の採決

(14:30‐16:15)

コード委
員会
※コード改正案の
採決

(14:30‐16:00)
• 決議案の提示
• 地域委員会報告
• 次回総会予定

・ ステータス認
定書の授与

(15:30‐17:30)
• 決議の採択

• 総会報告書
の配布と確
認

•閉会
式

15:00‐19:00

開会
式・授
賞式な
ど (16:45‐18:15)

ラボラトリー
委員会
※マニュアル改正
案の採決

(16:30‐19:00)
行政会合
• 監査報告、予算

(18:00‐19:00)

世界会議の勧告
のフォローアップ



会議の様子
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Ⅱ 科学委員会
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1. 豚コレラ 本疾病のステータス認定は今年から。

清浄国：日本、米国、豪州等の２３か国

清浄国地域：ブラジルの一部地域

2. 牛海綿状脳症（BSE)

無視できるリスクの国：キプロス、チェコ、フランス、アイルラン

ド（※）、リヒテンシュタイン、スイス

3. 口蹄疫

ワクチン非接種 清浄国：フィリッピン

清浄地域：ボツワナ、カザフスタン、エクアドルの一部

ワクチン接種 清浄地域：エクアドルの一部

4. アフリカ馬疫

モロッコ

※OIE総会後の６月に５歳齢の定型BSEが確認されたことから、2015年6月26日付けでOIEにより
「管理されたリスクの国」に認定変更。 7

動物疾病ステータスの公式認定
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1. 背景
・ 牛疫は、かつて世界中で流行。

・ OIE 設立（1924 年）の契機となった国際重要疾病。

・ FAO及びOIEが中心となった国際的な防疫活動の結果、
2011年に撲滅宣言。

→ 日本で開発されたワクチンは、東アジアにおける

牛疫の撲滅に貢献。

・検査室が保持する牛疫ウイルスは、廃棄又は FAO・OIE
が安全性を確認した認定施設でのみ隔離管理する動き。
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OIEによる牛疫所持施設の認定



2. FAO・OIEによる牛疫所持施設認定

・ OIEは、農研機構動物衛生研究所をアジア地域唯一

の「牛疫ウイルス含有物質の所持施設（※）」に認定。
近日中にFAOからも正式認定。

→牛疫ウイルスの所持及びワクチンの製造・保管施設

・ 世界では、

日本（アジア、ワクチン製造・保管施設）

英国（ヨーロッパ）

米国（アメリカ）

エチオピア（アフリカ、ワクチン製造・保管施設）
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OIEによる牛疫所持施設の認定
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Ⅲ コード委員会



１．BSE

• 非定型BSE（※）の発生が、BSEのリスクステータ

スに影響を与えないようにするコードの改正案
が緊急提案。

※全ての牛群で自然発生すると考えられている。
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主な陸生動物コードの改正 BSE

• 我が国も含め、各国から多数の意見。

• 反対意見はいずれも加盟国に十分な検討機会が与えられてい
ない手続き上の問題を指摘。

• 非定型BSEの発生がBSEリスクステータスに影響を与えないよう
にするとの提案自体への反対意見なし。

• コード委員会議長が提案された改正案を全て破棄した上で、
「本章ではBSEから非定型BSEを除外する。」

又は「BSEリスクステータスの認定に当たっては、BSEから非定

型BSEを除外する。」の一文のみを挿入する案を提案。

↓

・ 後者が全会一致で採択。
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主な陸生動物コードの改正 BSE



２．口蹄疫

• 動物園動物に対する公的な緊急ワクチン接種
が、ワクチン非接種清浄国のステータスに影
響しない規定を設ける改正案。
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主な陸生動物コードの改正 口蹄疫

• 我が国は、基本的に本改正案を支持する旨
発言。

• QUAD（米国、カナダ、豪州、ニュージーランド）

を代表してカナダは採択を支持するが、本章
の継続的改善の必要性と疾病発生時にも封
じ込め地域を維持できるよう検討すべきと指
摘。

↓

• 改正案は全会一致で採択。
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主な陸生動物コードの改正 口蹄疫



３．高度な衛生状態にある馬群

• 2014年５月の総会で新規章として全会一致で採択し
たものを微修正した改正案。

↓

• 我が国からは、本コード章の詳細を規定する「OIEの衛生管理

計画に係る指針」が定められておらず、その内容次第で本章
の修正も必要になってくる可能性があることから、当該管理指
針が照会された時点で、コードについても併せてコメントしたい
と発言。

↓

• アイルランド（欧州加盟国53か国を代表）から、改正

案を一部微修正する提案が出され、これが全会一致
で採択された。 17

主な陸生動物コードの改正 高度な衛生状態にある馬群

４．その他

・「アニマルウェルフェアと乳牛生産システム」

・「流行性出血病ウイルス感染症」

・「有鉤条虫感染症」

の章が新設。
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主な陸生動物コードの改正 その他
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Ⅳ 選挙

• 現職のベルナール・ヴァラ氏の３期目の任期満了に
伴い、現事務局次長であるフランスのモニーク・エロ
ワ氏が次期事務局長に選出。

• 女性の事務局長は、OIEで初。任期は５年間。
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事務局長の選挙

写真左から、
・ヴァラOIE事務局長
・ティアマン前OIEコード委員会議長
・エロワ新事務局長



• アジア・極東・オセアニア地域委員会からの推薦により以下の
通り信任。任期は３年間。

議長：Dr. Zhang Zhongqiu（中国）

副議長：Dr. Sen Sovann（カンボジア）

副議長：Dr. Keshav Prasad Premy（ネパール）

事務局長：Dr. Matthew Stone（ニュージーランド）
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地域委員会の選挙
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総会議長・副議長の選挙

• 以下の通り信任。任期は３年間。

議長：Dr. Botlhe Michael Modisane（南アフリカ）

副議長：Dr. Mark Schipp（オーストラリア）

• 農林水産省川島俊郎大臣官房審議官（兼消

費・安全局）が理事に選出（２期目）。任期は３年
間。

• 沖田賢治消費・安全局動物衛生課課長補佐が

陸生動物衛生規約委員会（コード委員会）委員
に選出。任期は３年間。
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理事会、専門委員会の選挙
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理事会、専門委員会の選挙

委員会 議長 副議長

コード
委員会

Dr. Etienne Bonbon
(フランス)

Dr. Stuart MacDiarmid (ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ
ﾄﾞ)
Dr. Gastón Funes (アルゼンチン)

科学
委員会

Dr. Gideon Bruckner
(南アフリカ)

Dr. Kris De Clercq (ベルギー)
Dr. Jef Hammond (豪州)

ラボラトリー
委員会

Dr. Beverly Schmitt
(米国)

Dr. Franck Berthe (フランス)
Dr. Hualan Chen (中国)

水生
委員会

Dr. Ingo Ernst
(豪州)

Dr. Alicia Gallardo Lagno (チリ)
Dr. Edmund Peeler (英国)

（参考）各専門委員会の議長・副議長

24

Ⅴ その他



第83回OIE総会にて決議された事項

OIE総会で決定された事項は、決議書として採決される。

また総会の議論は報告書としてOIEのHPで公表される。

【報告書】

・Report of Technical Session

・Report of Administrative Session

【決議書】

・Resolution of Technical Session

・Resolution of Administrative Session
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http://www.oie.int/about‐us/final‐reports‐of‐the‐
general‐session‐of‐the‐oie‐international‐committee/

第８３回OIE総会まとめ

○科学委員会
・ 我が国が豚コレラの清浄国に認定
・ 牛疫の所持施設、製造・保管施設として認定

○コード委員会
・ 非定型BSEの発生は、ステータスに影響しない。
・ 動物園動物への口蹄疫の緊急ワクチン接種は、

ステータスに影響しない。
○選挙

・ モニーク・エロワ次期事務局長
・ 川島審議官理事再任
・ 沖田補佐がコード委員新任
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