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10：00 オーバービュー　
 局　博一（東京大学食の安全研究センター特任教授）

10：10 OIEの国際獣疫に関する取り組み
 石橋 朋子（OIE　アジア太平洋地域代表代行）

11：00 BSEの現状及び BSE対策の緩和について
 小野寺　節（東京大学食の安全研究センター特任教授フランス学士院会員）

11：50 Lunch Break（Food Science Cafe Lunch Box）

13：00 口蹄疫－世界の発生状況と今後の課題
 杉浦 勝明（東京大学大学院農学生命科学研究科　教授）

13：50 人獣共通感染症としての豚インフルエンザ
 西藤 岳彦（動物衛生研究所　ウイルス・疫学領域長補佐）

14：40 鳥インフルエンザの統御は可能なのか
 眞鍋　昇（東京大学大学院農学生命科学研究科　教授）

15：30 Coffee Break （Food Science Cafe）

15：50 パネルディスカッション
 「動物感染症と国際的リスク管理を議論する」
 進行：山崎　毅（SFSS 理事長）、パネラー：全演者

16：50 閉会のあいさつ、SFSSからのご案内

17：00 閉　会

プ ログラム

動物感染症と国際的リスク管理



　ここ数年来、日本政府は TPP（Trans-Pacific Partnership：環太平洋経済連携協定）に参加の方向で傾

いてまいりましたが、TPP参加に慎重な意見も少なくなく、日本がTPPに参加する判断基準のひとつと

して、「食の安全安心の基準を守る」という項目が挙げられております。

　そこで、今回の「食の安全と安心フォーラムⅥ」では、動物性タンパク源として重要な家畜（ウシ・ブタ・

トリ）の動物感染症とその国際的管理の現状と今後の仮題について学びたいと思います。

　まず、国際獣疫管理で最も中心的な役割をしているOIE の石橋朋子先生より、国際獣疫の現状と将来

についてご講演いただいた後、注目度の高い動物感染症として、BSE（小野寺節先生；東京大学）、口

蹄疫（杉浦勝明先生；東京大学）、豚インフルエンザ（西藤岳彦先生；動物衛生研究所）、鳥インフルエ

ンザ（眞鍋昇先生；東京大学）を採り上げ、その基本的な感染原理とともに、国際的にどうコントロール

されているかと今後の課題について、それぞれの専門家より解説していただきます。また、フォーラムの

最後には、会場からのご質問に対して演者の先生方にお答えいただくパネルディスカッションも行います。

　NPO 食の安全と安心を科学する会（SFSS）のミッションである「食の安全と安心の最適化」をめざすた

めには、いま現在食の安全に関して科学的にわかっていることは何なのか？リスクはどの程度と専門家

は判断しているのかを、客観的かつわかりやすく情報発信していくこと（リスクコミュニケーション）で、

市民の「安全」の理解が「安心」につながっていくと考えます。

　本フォーラムでは、実際に日本が TPP に参加することにより、日本国民の食の安全と安心が脅かされ

るような国際的状況なのか、海外の動物感染症対策をひとつのリスク基準として、市民の皆様と議論し

たいと思います。

はじめに

NPO食の安全と安心を科学する会 発起人
東京大学食の安全研究センター　特任教授

局 博一
NPO食の安全と安心を科学する会 理事長

山崎 毅
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　国際獣疫事務局（OIE）は、欧州における牛疫蔓延を契機に1924年に設立された国際政府間

機関である。その目的に動物衛生の向上と福祉の推進を掲げ、このための情報の収集と配付、

加盟国に技術的な助言を与えるための専門家ネットワークの構築、安全な動物・畜産物貿易の

ための国際基準の策定、加盟国の獣医サービスの強化などを行っている。人獣共通感染症は設

立当初からOIEの関心事項であったが、2001年に食の安全も活動目的に加わり、動物の健康への

影響の有無を問わず、生産から消費までの流れにおける安全の向上を目的として、食物を通じ

て人に伝達する疾病をも対象とすることが確認された。動物衛生という言葉からは陸生動物、特

に家畜を連想するが、OIEにおいては水生動物も対象となっている。

　動物疾病の発生に関する正確な情報は、防疫においてまず大切な要素である。OIE加盟国は

OIEリストに載っている疾病についてはその発生を報告する義務がある。報告を受けた情報は他

の加盟国はもちろんのこと、ホームページを通じて一般に公開されている。疾病の発生のみなら

ず、疾病ごとに定められている防疫措置の内容、獣医師の数や配置など、加盟国の報告に基づ

いた獣疫対策に関する情報が公開されている。

　動物及び動物由来製品の国際貿易に関する衛生基準の策定は、1960年代後半に始まったが、

1995年の世界貿易機関（WTO）の設立にともない、WTO設立協定の一部である衛生植物検疫措

置の適用に関する協定（SPS協定）において、OIEが設定する基準が、動物衛生及び人獣共通感

染症に関する国際基準として位置づけられたことから重要性が増した。これに伴い、それぞれ

の基準も詳細になり、また、扱う疾病の種類も増え、疾病ごとの専門家グループを招いての改訂

作業はOIEの仕事の根幹である。

　最近は、獣医行政の向上や獣医学教育の質の改善のための検討にも着手しており、世界保健

機関（WHO）および国際連合食糧農業機関（FAO）と連携し、人獣共通伝染病の問題や動物性た

んぱく質の安定供給に資するための動物疾病の制御を“One Health”という観点から推進するな

ど、活動の分野がさらに広がり、また重層的になっている。

OIEの国際獣疫に関する取り組み

OIE アジア太平洋地域事務所代表代行　獣医師

石橋 朋子
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東京大学にて獣医学教育を受けた後（農学部畜産獣医学科、大学院農学系研究科畜
産獣医学専門課程修士）、1987年に農林水産省入省。畜産局衛生課を振り出しに、
畜産局牛乳乳製品課や経済局国際部で農畜産物の貿易交渉を担当。この間、トロン
ト大学にてMBA、ロンドン大学政治経済学院にて国際政治経済学の修士号取得。
2001年のBSE発生時には、牛の個体識別システムの全国展開を担当。2004年より
OIEに出向。パリ本部を経て、2010年よりアジア太平洋地域事務所勤務。
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　口蹄疫は、口蹄疫ウイルス（Picornaviridae Aphthovius）の感染により生じる偶蹄類動物（牛、水牛、めん羊、
山羊、鹿、豚、イノシシなど）の感染症である。口蹄疫ウイルスは感染家畜の生産性の低下をもたらすほか、
伝播力が強く、清浄国に一旦侵入すると大きな被害を生じることから、国際的に最も重要な家畜の感染症
の１つとして位置付けられている。
　2012年5月現在、北米、オセアニア、日本など65カ国がワクチン非接種清浄国、ウルグアイ1カ国がワクチ
ン接種清浄国として国際獣疫事務局（OIE）により認定されている。これらの国のほか、ブラジルなど 10カ
国の国内の一部が清浄地域として認定されている。それ以外の国・地域は、発生が報告されているか、清
浄化が達成されていない。
　ヨーロッパでは、1960年代まで口蹄疫は広域流行を繰り返していた。口蹄疫の清浄化が進んだのは、戦
後不活化ワクチンが開発されて以降で、1960年代以降牛を対象としたワクチン接種が一般化したことによ
り発生が激減し、1990年代初までにワクチン接種が中止された。一方、ワクチン接種の中止と経済統合に
よる人の交流・物の流通の自由化により、一旦侵入するとまん延しやすい状況ができあがり、2001 年の英
国などにおける大流行につながった。
　南米では、19世紀半ばにヨーロッパからの種畜の輸入により口蹄疫が侵入し、定着していたが、1990年代
初めまでにワクチン接種により発生がなくなり、一部の国・地域（アルゼンチン、ブラジル南部地域、パラグアイ、
ウルグアイ）では、ワクチン接種が中止された。しかし、1990年代末の世界の口蹄疫の発生の増加により
侵入リスクが高まる中で、2000年代初頭に口蹄疫の発生をゆるし、その後ワクチン接種を復活している。
　アフリカでは、ほとんどの国で口蹄疫は常在し、畜産の生産性が低い原因となっている。マダガスカル、
レソト、モーリシャスが清浄国であるほか、ナミビア国内に清浄地域があり、ヨーロッパ輸出用の牛肉生産
が行われている。
　アジアでは口蹄疫は、ほとんどの国で流行し、特に牛を役畜として農業に使用する東南アジアでは口蹄
疫の感染により役畜としての能力が失われることから大きな被害を与えてきた。台湾・韓国は長らく清
浄であったが、1997年に台湾で発生し輸出産業としての養豚業は破滅した。韓国では2002年および2011年
に発生し、2011年には感染が韓国全土に広がったことから、全国的なワクチン接種に踏み切った。日本では、
2000年に92年ぶりに宮崎県および北海道の4農場で発生があったほか、2010年に宮崎県で297農場で発生し、
30万頭近くの牛・豚が殺処分された。
　近年、①新興国における畜産の大規模化、②人の国際交流の増加、③人と野生動物の接触の増大、③動
物・畜産物の国際取引の増大、④清浄国における口蹄疫ワクチン接種の中止などにより、口蹄疫が清浄国
に侵入するリスクは高まり、一旦侵入すると大流行を招きやすい状況となっている。また、発生すると大
量の家畜の殺処分により大きな被害を生じるだけでなく、発生地域における移動制限と殺処分により動物
福祉上の問題や人・物流の制限による観光産業への影響の問題も生じる。

口蹄疫―世界の発生状況と今後の課題

東京大学大学院農学生命科学研究科

杉浦 勝明
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1978年　東京大学農学部卒業、農林水産省入省
1980年　国連食糧農業機関（FAO）農業局畜産部准専門家
1992年　在ニュージーランド日本大使館一等書記官
1997年　国際獣疫事務局 (OIE）シャルジェ・ドゥ・ミッション
2001年　農林水産省畜産局衛生課国際衛生対策室長
2003年　内閣府食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課長
2005年　農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
2007年　農林水産消費安全技術センター理事
2010年　東京大学大学院農学生命科学研究科食の安全研究センター特任教授 
2012年　東京大学大学院農学生命科学研究科農学国際専攻教授
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　2009年のA（H1N1）pdm09ウイルス（pdm09ウイルス）によるパンデミックによって、パンデミッ

クウイルスの出現への豚の役割が改めて注目されることとなった。pdm09ウイルスは、北米とヨー

ロッパでそれぞれ豚のあいだで循環していた2種類のSIVの遺伝子再集合ウイルスである。これま

でにも1957年のアジア風邪、1968年の香港風邪の原因ウイルスは、鳥インフルエンザウイルス

（AIV）と人インフルンザウイルスが豚のあいだで遺伝子再集合を起こすことによって出現したと考え

られていた。

　インフルエンザウイルスは、宿主細胞表面のシアル酸分子に結合することによって細胞に感染

するが、人と鳥類では、呼吸器に存在するシアル酸の種類が異なっており、AIVと人インフルエ

ンザウイルスは、それぞれの宿主に存在するシアル酸に結合する性質があるため、AIVは容易に

人には感染しない。一方、豚の呼吸器にはAIVと人インフルエンザウイルスが結合する両方の種

類のシアル酸が存在している為、豚にはAIVと人インフルエンザウイルスの両方が感染すること

が可能である。この為、豚に双方のウイルスが同時に感染することによって、二種類のウイルス

のキメラ（遺伝子再集合）ウイルスが出現することがある。

　SIVは、豚の呼吸器疾患であり豚にウイルス性肺炎を起こしたり、細菌の二次感染によって重

症化することが知られているが、豚での死亡率は高くはないことから、軽視されがちな疾患であ

る。しかしながら、2009年以前にもSIVの人への感染事例は多数報告されており、また 2010年に

は米国でH3N2亜型のSIVの人への感染事例が集中して発生している。多くの場合、これらの事例

はSIVに感染した豚との長い時間の接触が原因であり、通常のインフルエンザ様症状にとどまっ

ているが、一部人から人への感染が疑われる事例も報告されている。このような人でのSIV感染

事例の多発は新たなパンデミックウイルスの出現につながる可能性もあることから、SIVの生態

監視は家畜衛生上の観点のみならず、公衆衛生上の観点からも重要な課題となっている。

人獣共通感染症としての豚インフルエンザ

農研機構動物衛生研究所

西藤 岳彦
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1987年 3月 北海道大学大学院獣医学研究科修士過程修了
1987 年４月 日本ロシュ研究所毒性病理部
1991 年７月 同退社
1991 年 8 月  米国テネシー州 St. Jude Children`s
 Research Hospital リサーチフェロー
1994 年４月 神戸大学農学部応用動物学科 助手
1994 年６月 北海道大学獣医学研究科より獣医学博士号
 取得
1997 年４月 国立感染症研究所 ウイルス第一部　研究官

2005 年 4月 動物衛生研究所　主任研究官
2008 年 10 月 岐阜大学大学院連合獣医学研究科　客員教授
2009 年 4月 動衛研　人獣感染症研究チーム　上席研究員
2010 年 4月 動衛研　人獣感染症研究チーム　チーム長
2011 年 4月 動衛研　ウイルス・疫学研究領域　領域長
 補佐　インフルエンザプロジェクトリーダー
2012 年５月 OIE レファレンスラボラトリー：ブタイン
 フルエンザ
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鳥インフルエンザの統御は可能なのか

東京大学農学生命科学研究科　教授

眞鍋　昇
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　鳥インフルエンザウイルスは、オルトミクソウイルス科第5群の一本鎖

RNAウイルスで、Ａ、Ｂ、Ｃ型があります。Ａ型の亜型のなかでＨ５、Ｈ７、

Ｈ９型は毒性が強いので高病原性鳥インフルエンザウイルスとよばれま

す。このウイルスの故郷は、中華人民共和国の南部の山間地で、ここか

ら周辺諸国に感染が広がっています。我が国では、2010年11月に島根県

の家禽に感染していることが発見されてから、12月に鹿児島県で、2011

年１月に宮崎県でみつかった後再び鹿児島県でみつかり、その後３月ま

でに大分県、和歌山県、奈良県、三重県、愛知県、千葉県などに感染

が広がり、多くの農家や地域経済に打撃を与え続けた後終息しました。この統御に約200万羽が

殺処分されました。しかし我が国の近隣諸国では今も続発しており、いつ何時我が国に伝播して

きてもおかしくない状況です。たとえば、2012年には韓国で強毒タイプが蔓延し、1000万羽以上

殺処分することとなり、韓国における養鶏産業の存続が問われるまでになりました。また、2012

年 6月以降だけでも、中華人民共和国とカンボジア（6月）、ベトナムと中華人民共和国（7 月）、

ベトナム（8月）、ベトナムと中華人民共和国（9月）、バングラデシュとネパール（11月）、台湾（12月）、

ネパールとブータン（2013年1月）で強毒タイプが発生し、弱毒タイプも各地で発生を繰り返してい

ます。

　幸いなことに、我が国や韓国で発生した鳥インフルエンザウイルスは、鳥類にだけ感染して人

間には感染しなかったので、たとえ感染した家禽の卵や肉を食べることがあっても感染すること

のない安全なものであるとされてきました。しかしながら、2003年から2006年の 3年間だけでも

Ｈ5Ｎ１型高病原性鳥インフルエンザウイルスが、ベトナムでは92人に感染して42人が死亡し、タ

イでは20人に感染して13人が死亡し、インドネシアでは９人に感染して５人が死亡し、カンボジ

アでは4人に感染して全員死亡したことが世界保健機構（WHO）によって警告されています。こ

のように、決して家畜だけの伝染病ではすまされない状況ですので、「世界は一つ・健康も一つ」

を合言葉に世界動物保健機関（OIE）を中心として各国は国際規模でこの伝染病の統御に取り組

もうとされています。今回、2000年以降の我が邦や近隣諸国での感染状況を中心に鳥インフルエ

ンザについて紹介します。

1983年 3月 京都大学大学院農研究科博士課程終了
1983年 4月 日本農薬株式会社・研究員
1987年 6月 パストゥール研究所・研究員
1992年 4月 京都大学農学部・助教授
2004年 7月 東京大学農学生命科学研究科・教授
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【賛助企業一覧】

株式会社OSGコーポレーション

メロディアン株式会社

株式会社シドミ

株式会社551蓬莱

旭松食品株式会社

株式会社バイオサイエンス

キユーピー株式会社

花王株式会社

ヒキタ工業株式会社

学校法人服部学園・服部栄養専門学校
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