ファクトシート

鹿慢性消耗性疾患（ＣＷＤ） (概要)

《作成日：平成29年10月 24日》
《最終更新日：平成30年6月6日 》

１ ． 鹿 慢 性消耗 性疾患（Ｃ ＷＤ）と は
鹿慢性消耗性疾患 （ Chronic Wasting Disease: CWD）は 、シカ科の動 物が罹患す る伝
達性海綿状脳症（Transm issible Spongiform Encephalopathy: T SE）であり、アメ リカア
カシカ（ Cervus canadensis ）、アカシカ （ Cervus elaphus）、ミュー ルジカ（ Odocoileus

hemionus）、オグ ロジカ（ Odocoileus hem ionus）、オジ ロジカ（ Odocoileus virginianus）、
ニホンジカ（ Cervus nippon ）、ヘラジカ（ Alces alces）及びト ナカイ（ Rangifer tarandus）
が感受性動物であ ることが知ら れている

1,2 )。
これまでに日 本における 発生は確認さ れてい

ない（2018 年 5 月末 現在）。また 、食品を介し た経路も含め て、 病原体である CWD プリ
オンが、人へ感染 することを示 す証拠はこれ までに確認さ れていない 。一方、近年 、諸外
国では CWD のシカ科 動物間におけ る感染拡大が 報告されて いる。これ らのことを踏 まえ、
査読を受けた科学 論文として報 告されている 知見を整理し 、本ファク トシートとし て取り
まとめた。
２ ． 発 生 状況
CWD は 、米国、カ ナダ、韓 国、ノルウ ェー及びフ ィンランド において発 生が確認 され
ている。
1967 年、米国コロラド 州の 野生動物研究施設で 捕獲・飼養 されていたミ ュールジカ で、
原因不明の消耗性 疾患として初 めて報告され 、1978 年に T SE である ことが明らか にされ
た。米国では、1997 年に野生動物 のサーベイ ランスを開始 し、これまでに、野生・飼育下
合わせて 24 州 * において発生が確認されている（図１） 1, 3,4,5 )。
カナダでは、1996 年にサス カチュワン州 の農場におい て初めて報告 され、以降、ア ルバ
ータ州及びサスカ チュワン州で 発生が確認さ れている（図１） 3,6) 。カナダ へは、米 国サウ
スダコタ州から輸入された個体から侵入したと考えられている 7)。
韓国では、2001 年に 忠清北道 の農 場に おいて 、1997 年に カナダサシ ュカチュワ ン州
から輸入されたア メリカアカシ カで初めて報 告され、以 降、6 道 において計 87 例の 発生が
確認されている（図２） 8,9,10)。
ノルウェー では、 2016 年に野 生のトナ カイで 初めて報 告され、 以降、 4 地 域にお いて
23 例の 発生が確認さ れている（図 ３） 2,11 )。 23 例のう ち、 19 例はト ナカイで確認 された
北米型、4 例はヘラジカ及びアカシカで確認された北米型とは異な る型である

11) 。

フィンランドでは、2018 年にヘ ラジカで 1 例の CWD 症例が報告 された（図３）12 )。当
該症例は、北米型 とは異なる型 であり、ノル ウェーのヘラ ジカで確認 されたものと 類似し
ているとされている

11,12)。

*

アーカンソー州 、 コ ロ ラ ド 州 、 イ リ ノ イ 州 、 ア イ オ ワ 州 、 カ ン ザ ス 州 、 メ リ ー ラ ン ド 州 、 ミ シ ガ ン 州 、 ミ ネ ソ タ
州、ミズーリ州 、モ ン タ ナ 州 、ネ ブ ラ ス カ 州 、ニ ュ ー メ キ シ コ 州 、ニ ュ ー ヨ ー ク 州 、ノ ー ス ダ コ タ 州 、オ ハ イ オ 州、
オクラホマ州、ペ ン シ ル バ ニ ア 州 、サ ウ ス ダ コ タ 州 、テ キ サ ス 州 、ユ タ 州 、バ ー ジ ニ ア 州 、ウ ェ ス ト バ ー ジ ニ ア 州、
ウィスコンシン 州、 ワ イ オ ミ ン グ 州
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日本では、家畜伝染病予 防法（昭和 26 年 5 月 31 日法律第 166 号）により、伝達性 海綿
状脳症（T SE）として 家畜伝染病に 指定されて いる。 2003 年 6 月から 、「伝達性海 綿状脳
症（T SE）検査対応マ ニュアル 」に基づき 、サー ベイランスの 対象とされて いるが 、2018
年 5 月末現在、発生は 確認されてい ない

14 )。さらに、国 立研究開発法 人農業・食料 産業技

術総合研究機構 動 物衛生研究所（現 動物 衛生研究部 門）が、2003 年 から 2010 年 にかけ
て行ったサーベイランスでも、発生は確認されていない

13,14 )。

３ ． Ｃ Ｗ Ｄの病 態、診断及 び感染経 路
感染動物は、数年 の潜伏期間の 後、進行性に 削痩、衰弱、流涎等の症状 を呈し、3～ 4 か
月で死に至る。脳 の病理学的検 査による空胞 変性の確認、 免疫組織化 学検査、酵素 免疫測
定法（ EL ISA）、ウエ スタン ブロッ ト法に よる脳 内又はリ ンパ節 に蓄積 した異 常プリ オン
たん白質（PrPSc） の検出による 診断が可能で あり、また、 現行の BSE 検査が CWD の診
断・サーベイランスにも応用可能とされている

15,16)。

PrPSc は、主に脳 、脊髄、 扁桃、リ ンパ節、 脾臓等に蓄 積するが 、心筋や 骨格筋に 蓄積
が認められたとの 報告もある

1 7,18, 19) 。また 、牛海 綿状脳症（ BSE）と は異なり 、血液 、唾

液、尿及び糞中か らも感染性が 確認されてお り、直接又は 間接接触に よるシカから シカへ
の水平感染が生じることが示唆されている

図１

18,20,21) 。

米国・カナダにおける発生状況

2

4)

図２

韓国における発生状況

（韓国動物 防 疫 統 合 シ ス テム 10 ) の 情 報 に 基 づ き 作 成 ）

フィンランド

ノルウェー

スウェーデン

図3

北欧における発生状況

（ノルウェー 国 立 獣 医 学 研 究 所 （ N VI） 11 ) 及 び フ ィ ン ラ ン ド 食 品 安 全 局 （Ev ir a）1 2) の 情 報 に 基 づ き 作 成 ）
※スウェーデンでの発 生 は確 認さ れて いな い。
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４ ． 人 に 対する 影響
査読を受けた科学 論文として報 告されてい る CWD プリオ ンの人に対す る影響に関 する
研究結果の概要を以下にまとめた。
・CWD プリオンが人のプリオン病の原因となったこと を示す疫学的 な知見はな い。
・サルへの投与実 験では、リス ザル（ Saim iri sciureus） が CWD プリ オンに対し て高
い感受性を示す一 方、カニクイザ ル（ Macaca fascicularis）に対して は、高い種間 バ
リアの存在 が示唆さ れている 。また 、人のプ リオンた ん白質（ PrP ）を発 現するト ラ
ンスジェニックマ ウスへの投与 実験において も、高い種間 バリアの存在 が示唆され て
いる。
・牛が CWD プリオ ンに経口で感 染しにくい ことが疫学的 及び実験的に 示唆されてお り、
また、脳内接種に より CWD に 感染した牛の 脳をサルに経 口投与した結 果、現時点 で
感染は確認されていない。
詳細は以下のとおりである。
（ １ ） 疫 学的知 見
米国疾病予防管理 センター（ CDC）、 Belays ら及 び Anderson らは 、 CWD との関連
が疑われた米国の クロイツフェ ルト・ヤコブ 病（ Creutzfeldt-Jakob disease: CJD）患
者 12 症例について 、 CWD 流行地域の 鹿肉へのば く露状況等を 調査したが、 CWD プリ
オン が人 間に 伝達 し たこ とを 強く 示 す証 拠は 得ら れな か った

22,2 3,2 4,25 ) 。1979

年 から

2000 年の間 のデータに基 づく、米国の CWD 流行地域であ るコロラド州 及びワイオ ミン
グ州 における CJD の年 齢調整死亡率 † は、それぞれ 1.2/100 万人及び 0. 8/ 100 万 人と、
米国内のその他の 地域と同様で あった。また、55 歳未満で死亡 した CJD 患者の割合 は、
コロラド州で全体の 13. 4%で あり、国全体の 10. 2%と大 きく変わらず、 ワイオミン グ州
では 22 年間 のサーベイラ ンスで CJD 患者は 1 例も 確認されなか った。著者は、こ れら
のことは、 CWD プ リオンの ヒトへの伝 達のリスク が、あった としても低 いことを 示唆
するとしている

24)。

Anderson らは、CWD に感染し たシカやアメ リカアカシカ の組織検体を 扱う研究所に
勤務していた女性 が記憶障害等 を示したこと から、診断 を行った結果 、CJD ではな くア
ルツハイマー病であったと報告している

25)。

MaWhinney らは 、米国コロラ ド州内の CWD 流 行郡と非流行 郡における CJD 又は神
経変性疾患（55 歳より高 齢のアルツハ イマーを除く ）で死 亡する相対リ スク及び州 内の
1979-1998 年と 1999-2001 年にお ける当該相対 リスクを調 べた結果、両 郡で統計学 的に
有意な差はなかったとしている

26)。

Garruto ら及 び Olszowy らは、 2005 年にニ ューヨーク州 で開催された イベントで、
CWD 感染鹿の 肉を食 した人 々81 名を対 象に毎年 アンケ ート調査 を行っ た結果、 2005
年から 2011 年にかけて、健康状態の有意 な変化はなか ったとしている

†

観察集団と基準集 団 の 年 齢 構 成 の 違 い を 考 慮 し て 補 正 し た 死 亡 率
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27,2 8)。

（ ２ ） ヒ トモデ ル動物への 投与実験
① サ ル へ の投与 実験
Marsh らは 、CWD 感 染ミュール ジカの脳組織 40 mg 相当を 2 頭のリ スザルへ脳内
接種する実験を行った。その結果、2 頭中 2 頭に感染が認められた

29 )。

Race ら は、 CWD 感染ミュ ールジカ、 アメリカアカ シカ又はオジ ロジカの脳組 織 2
mg 又は 20 mg 相当を 13 頭のリス ザルへ脳内接 種、及び脳組織 600 mg 相当を 12 頭
のリスザルへ経口 投与する実験 を行った。そ の結果、それ ぞれ 13 頭中 13 頭及び 12
頭中 11 頭に感染が認 められた。さ らに、 Race らは、同 脳組織 5 mg 相当を 6 頭の カ
ニクイザルへ脳内 接種、及び脳 組織 800 mg 相当を 8 頭 のカニクイザ ルへ経口投与 す
る実験を行った。 その結果、い ずれのカニク イザルにも感 染は認めら れなかった。 リ
スザル とカニ クイ ザル との、 CWD プ リオン に対 する 感受性 の違 いにつ いて 著者は 、
「進化学的にはカ ニクイザルは 人により近縁 であり、人 も CWD に対 して耐性をも つ
だろう」と考察している

30,31,32)。

Com oy らは、1 頭のカ ニクイザルに 対し、 CWD 感 染オジロジカ の脳組織 40 mg 相
当を脳内に、脳組織 8 mg 相当 を扁桃内に接 種する実験 を行った。そ の結果、当該 サ
ルは、接種後 87 か月時 点で症状を示 さず生存中と されている 。また、2 頭のカニク イ
ザルに対し、 CWD 感染牛の 脳組織 40 mg 相当を脳 内に、脳組織 8 m g 相当を扁桃 内
に接種する実験を 行った。その 結果、2 頭のサルは 、接種後 87 か月時 点で症状を示 さ
ず生存中とされて いる（ CWD の牛へ の感染性につ いては、
「 ５．②牛 への感染に関 す
る知見」を参照） -33)。
② ヒ ト Ｐ ｒＰ発 現トランス ジェニッ クマウスへ の投与実 験
Kong らは、 CWD 感染アメ リカアカシカ の脳組織 0.3 mg 相当を、ヒト P rP（コド
ン 129M 型） を生理的な発 現量と同程度 発現する 29 匹 のトランスジ ェニックマウ ス
（Tg40）又はヒト P rP（コドン 129M 型）を 生理的な発現 量の約 2 倍発現する 22 匹
のトランス ジェニッ クマウ ス（T g1）に脳 内接種 する実験 を行った 。その 結果、い ず
れのマウスにも感染は認められなかった

34)。

Tam güney らは、 CWD 感染ア メリカアカシ カ、ミュール ジカ又はオ ジロジカの脳
組織 0. 3 mg 相当を、ヒト P rP（コ ドン 129M 型）を生理 的な発現量の約 2 倍発現 す
るそれぞれ 39 匹、15 匹又は 13 匹の トランスジェ ニックマウ ス（Tg(HuP rP )440）に
脳内接種する実験 を行った。そ の結果、いず れのマウスに も感染は認 められなかっ た
35)。

Sandberg らは、 CWD 感染ミュ ールジカの脳 組織 0. 3 mg 相当を、ヒト P rP（コド
ン 129V 型） を生理的な発 現量の約 6 倍 発現する 14 匹 のトランスジ ェニックマウ ス
（Tg152）、ヒト PrP（コドン 129M 型）を生 理的な発現量 の約 4 倍発現する 13 匹 の
トランスジェニッ クマウス（T g45）又 はヒト PrP（ コドン 129M 型）を生理的な発 現
量の約 2 倍発現する 14 匹のトラ ンスジェニッ クマウス（ Tg35）に脳 内接種する実 験
を行った。その結果、いずれのマウスにも感染は認められなかった

36 )。

Wilson らは 、CWD 感染オジロ ジカの脳組織 2 mg 相当を 、ヒト PrP（コドン 129M
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型）を生理的な発 現量と同程度 発現する 24 匹のト ランスジェニ ックマウス（HuMM）、
ヒト PrP（コド ン 129M/ V 型）を 生理的な発現 量と同程度発 現する 24 匹のトラン ス
ジェニックマウス （HuMV）又はヒト PrP（ コドン 129V 型）を生理 的な発現量と 同
程度発現する 24 匹のトラ ンスジェニッ クマウス（ HuVV）に脳内接種 する実験を行 っ
た。その結果、いずれのマウスにも感染は認められなかった

37) 。

Kurt らは、 CWD 感染 アメリカアカ シカの脳組織 に由来する 1-5%脳乳剤 20-30 µL
を、ヒト P rP（コ ドン 129M 型） を生理的な発 現量と同程度 発現す る 12 匹のトラ ン
スジェニックマウ ス（T g40）に 脳内接種す る実験を行っ た。その結果 、いずれのマ ウ
スにも感染は認められなかった

38)。

５ ． そ の 他の関 連知見
① i n v i t ro でのヒ トＰｒＰの 変換
プリオンの感染性 を検討するに 当たり、 in vitro での知見 は、生体内 でのより複雑
な感染機序を省略 化したもので あり、実際の 感染性を必ず しも反映す るものではな い
が、P MCA（Protein Misfolding Cyclic Am plification）法や RT-QuIC（ Real-tim e
Quaking-induced Conversion）法を 用いた in vitro の反応系で 、ヒト PrP が CWD
プリオンによって変換されるといった現象が報告されている

39,4 0)。

② 牛 へ の 感染に 関する知見
Gould らは 、米国コロラ ド州の CWD 流行 地域における 成牛 262 頭(22 群から抽出 )
について、T SE への 感染の有無を 調査した。脳 組織の病理 所見及び IHC による確 認
の結果、T SE である 証拠は確認 できなかった 。著者は、「 統計学的な解 析の結果、 当
該 22 群には TSE の感染牛はいない可能性が高いと結論 できる」と している

41 )。

Ham ir ら及び Greenlee らは 、 CWD 感染ミ ュールジカ、 オジロジカ 又はアメリカ
アカシカの脳組織 100 mg 相当 を、牛に脳内 接種する実 験を行った。 その結果、そ れ
ぞれ 13 頭中 3 頭、14 頭中 12 頭又は 14 頭中 2 頭に感染が認 められた

42, 43, 44,4 5)。

Williams らは、 28 頭の CWD 感染ミ ュールジカの 脳組織に由来 する脳乳剤 45 g を
12 頭 の牛に経口投 与し、 10 年 間の経過観察 後、診断を 行った。これ らの牛の中枢 神
経組織及びリンパ 組織を対象に 病理学的診断、IHC 及び WB を行 った結果、別の疾 病
により観察期間中 に死亡した 2 頭も 含めて、いずれの牛 にも異常プリ オンたん白質 の
蓄積は認められなかった。
さらに別の実験と して、そ れぞれ 12 頭（計 24 頭 ）の牛を 、牛の頭数 とほぼ同数の
CWD 感染ミュ ールジカ又は CWD 感染アメ リカアカシ カと同じ農場 で飼料と水を 共
有させて飼育し、10 年 間の経過観 察後、上記と同様 の診断を行 った。その結果、別 の
疾病により観察期 間中に死亡した 3 頭も含めて 、いずれ の牛にも異常 プリオンたん 白
質の蓄積は認めら れなかった。なお、対照実 験として、これらの牛と 同じ農場で、CWD
清浄群で捕獲され た 11 頭のミュール ジカ又は 18 頭のア メリカアカシ カを飼育した と
ころ、全てが CWD に感染し た。この結果から、著 者らは、
「経口投与 又は長期間の 汚
染された環境への ばく露に伴う CWD の牛への伝 達のリスク は低い」と結 論した
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46 )。

参 考 ． 各 国機関 による対応 等
これまでに CWD の発生が確認 されている国 及びその周辺 国におけ る CWD プリオ ンの
人へのリスクに関する対応等を以下にまとめた。
各国機関は、
「疫 学的には CWD が 人で伝達した 証拠はない 」又は「人へ の伝達のリ スク
が低い」と の趣旨 の見解 を示して いる。 ただし、 米国疾 病予防 管理セン ター（ CDC） は、
近年学会で発表さ れた研究結果 を基に、
「 CWD がヒトに対 するリスク となる可能性 がある
という 懸念を 生じ させ、 ヒト の CWD へのば く露 を防止 する ことの 重要 性を示 唆し てい
る。」としてい る。また 、欧州食品 安全機関（ EF SA）は、in vitro での 実験結果に基 づき、
「CWD 感染シ カ科動物と人 の間における 絶対的な種間 バリアを示す 証拠はない。」として
いる。
この他、 病原 体株の 可塑性 やデー タの不 足に よる不 確定性 につい ても言 及さ れてお り、
ノルウェー食品安 全科学委員会（ VKM）は、ノルウェーの ヘラジカで 確認された従 来型と
は異なる CWD のリス クについて、
「現段階の 知見からは、食品安全に 関して確固た る結論
に至ることはできない。」としている。
詳細は以下のとおりである。
なお、日本におい ては、現時点 では CWD の 発生は確認さ れていない。 農林水産省 は、
家畜防疫の観点 から、 CWD 発生国から のシカ科動 物及びシカ 科動物由来 畜産物の輸 入停
止措置を講じている

4 7,4 8,49, 50 )。また 、厚生 労働省は 、関係事業 者に対し 、これらの 国から

輸入を行わないよう指導している
１．米国

51,52,53)。

5)

米国疾病予防管理 センター（ CDC）は、 2017 年 8 月に更 新したウェブ サイト上で、
人への影響に関して、以下の見解を示している。
CWD は 、実験的 にリスザル やヒトの遺 伝子を持っ たマウスへ 感染するこ とが示され
ている ‡ 。加えて、2009 年から始 まったカナ ダとドイツの 科学者による 研究は、こ れま
で CWD に感染す ることが示さ れている他の どの動物より も遺伝的にヒ トに近縁な サル
である、マカク属 のサルへの CWD の伝達の有無 を評価してい る。 2017 年 7 月 10 日、
彼らは、研究経 過の要約を 報告した 。そのなか で、彼らは 、 CWD に感染 したシカ 及び
アメリカアカシカ の肉（筋組織 ）又は脳組織 を給餌された マカク属のサ ルに CWD が伝
達することを示し た。給餌した 肉のなかには 、無症状の CWD 感染シカ （健康に見 え、
症状を発現する前 のシカなど） に由来するも のもあった。 これらの無症 状のシカに 由来
する肉から、マカ ク属のサル の CWD への感 染は可能であ った。また、 病原体を脳 に直
接接種されたマカク属のサルに対しても、CWD が感染 可能であった 。
この研究は、CWD がマカク属の サルへ伝達は 成立しない としたこれま での研究とは、
異なる結果を示し た。異なる実 験結果が生じ た原因は不明 である。これ まで、ヒト での
CWD の症例は 確認されてお らず、ヒトが CWD に感染す ることを示す 直接的な証 拠は
ない。一方、こ の研究は、 CWD がヒト に対するリ スクとなる 可能性があ るという 懸念

‡

食品安全委員会 注 ）2 0 18 年 5 月 末現 在 、ヒ ト の 遺 伝 子 を 持 っ た マ ウ ス へ の 感 染 の 成 立 は、査 読 を 受 け た 科 学 論 文
としては報告さ れ て い な い 。 た だ し 、 学 会 P RI ON 20 16 TOKYO で、Ko ng ら が 報 告 し て い る 。
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を生じさせ、ヒトの CWD へのばく露を防止することの重要 性を示唆して いる。
CWD に 感染して いる可能性 のあるシカ やアメリカ アカシカと 接触するリ スクが大き
い人々について、 何らかのプリ オン病が高率 に発生してい るか否かを調 査するため の追
加研究が進行中で ある。何らか の症状が現れ るまでには長 期間を要する ため、仮に あっ
たとして CWD の 人へのリスク がどういった ものかを解明 するには、長 年の研究を 要す
ると、科学者らは予想している。
CWD が ヒトにま ん延しうる とすれば、 シカやアメ リカアカシ カの喫食に 由来すると
思われる。 2006-2007 年に米国の居 住者を対象に 行われた CDC の調査 によると、 調査
を受けた 20%近くのヒトが シカやアメリ カアカシカを 狩猟したこと があり、3 分の 2 以
上のヒトがそれ らの肉を食 した経験 があると答 えた。しか し、これま でヒトで は CWD
への感染は報告されていない。
狩猟者は、 CWD 発生地域で 捕獲された シカ及びア メリカアカ シカの肉を 食すかどう
かを決めるに当た って、受け入 れることがで きるリスクの 程度を含めて 、多くのこ とを
検討する必要があ る。CWD 発生 地域でシカ 及びアメリカ アカシカを捕 獲した狩猟者 は、
州の野生動物及び 公衆衛生に関 するガイダン スをチェック し、動物の検 査が推奨又 は義
務付けられている かどうかを確 認するべきで ある。CDC は、CWD の存 在が確認さ れて
いる地域においては、肉を食す前にこれらの動物の検査を検討すること を推奨する 。
CWD の検査は 、いくつかの 州の野生当局 が、動物群に おける CWD の 有病率を調べ
る目的で行うモニ タリングツー ルである。検 査は全ての州 で実施されて いるもので はな
く、州ごとにこれ らの検査の実 施方法も異な る。検査結果 が陰性である ことは、そ の動
物個体が CWD に感 染していない ことを保証す るものではな いが、 CWD へのばく 露リ
スクを大きく減少させる。
可能な限りの安全 のために、そ して潜在的 な CWD へのば く露リスクを 減少させるた
めに、CWD 発生地域で 狩猟を行う際 には、狩 猟者は以下の ことを注意す るべきであ る。
○病気が疑われる 、異常行動を 示している、 あるいは死亡 している（ 轢死した）シ カ
及びアメリカアカ シカは、狩猟の対象と しない、取り扱わない 、肉を食 さないこと。
○シカを解体する際は、
・ラテックス製又はゴム製の手袋を着用すること。
・動物の内臓（特に脳又は脊髄）の取扱いを最小限にすること。
・家庭用ナイフやキッチン用品を使用しないこと。
○州の野生動物及 び公衆衛生に 関するに関す るガイダンス をチェック し、動物の検 査
が推奨又は義務付 けられている かどうかを確 認すること。 推奨事項は 州ごとに異な
るが、検査に関する情報は多くの州の野生局で得られる。
○シカやアメリカアカシカの肉を食す前に、CWD の検 査をよく検討 すること。
○シカやアメリカ アカシカを商 業的に加工す る際には、多 数の動物に 由来する肉の 交
差を避けるため、個体ごとの加工の依頼を検討すること。
○CWD 検査陽性の動物に由来する肉は食しないこと。
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米国農務省動植物 検疫所は、商 業的に飼養さ れているシカ 及びアメリカ アカシカにつ
いて規制を設けて いる。当局は 、国家 CWD 群認定プログ ラムを実施し ている。自 主的
なプログラムとし て、州及び飼 養者は、群に おける CWD のリスクを減 少させるた めの
要件 を満 たし てい る こと を確 認し てい る 。群 認定 プロ グラ ム に参 加し てい ない 群 は、
CWD のリスクが高い可能性がある。
２．カナダ

6)

カナダ食品検査庁（ CF IA）は、2007 年 に公表し 、2018 年 3 月に更新さ れたファクト
シートで、人への影響に関して、以下の見解を示している。
現在のところ、シ カやアメリカ アカシカで の CWD の人へ の伝達を示す 直接的な科学
的証拠はない。 しかしなが ら、 CWD に 感染したこ とがわかっ ている動物 由来の組 織は
人の利用や消費に供しないことが推奨される。
人の CWD に汚染 された可能性 のある製品へ のばく露を低 減するため、 国家又は州レ
ベルで、感染動物のフードチェーンへの混入防止の措置が講じられてい る。
カナダ保健省は、T SE に感染し たことがわか っている動物 の肉の消費を 避けることを
推奨している。 CWD の野生 のシカ科動 物での発生 が確認され ている地域 では、狩 猟者
は、と体を扱う際は 注意を払うこ とが推奨され、肉を食す、トロ フィー § を作製する又は
製革する前には、 その動物の検 査を検討すべ きである。そ の他の人の健 康及び食品 安全
に関する問い合わせはカナダ保健省が受け付けている。
３．韓国

10)

韓国の動植物 検疫所（ QIA）は 、ウェブサ イト上（韓 国農林畜 産部動物防 疫統合シス
テム（KAHIS））で、 CWD の発生情 報等を公表し ている。
４ ． ノ ル ウェー
（ １ ） ノ ルウェ ー食品安全 科学委員 会（ＶＫＭ ） 54,55,56)
VKM は 、2016 年 6 月、 2017 年 3 月及び 9 月に公表し た報告書（ Phase Ⅰ・Ⅱ及
び update statement） で、人への 影響に関して 、以下の見解 を示している 。
Phase Ⅰの結論は以下のとおりである。
１．CWD の病原 体の可塑性 に関する不 確定性及び ノルウェ ーで分離さ れた株の伝
達性に関するデ ータの欠 如を考慮し ても、本科 学的意見書 は、 CWD に よる人獣
共通感染症のリスクは極めて低いと考える。
２．人の健康への 影響は、サー ベイランスの 結果やプリオ ン株の特徴 の同定を踏ま
えて継続的に評価 される必要が ある。人獣共 通感染症の可 能性につい て示すあら
ゆる研究を検討する必要がある。
３．死亡したシカ 科動物又は CWD の症状を 示す動物は、 所管当局及 び訓練を受け
た職員によって取 り扱われるこ とから、狩猟 者や獣肉処理 施設の職員 へのリスク
§

頭部の剥製
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は無視できる。しか しながら、情 報は適切な言 語によって周 知される必 要がある。
４．健康な動物 の肉のみ が、人の消 費に適すと されている ことから 、 CWD 感染動
物の消費に関連し たリスクは極 めて低い。本件 は、2016 年 以前の猟期 に収穫され
た肉についても適用される。
５．ベリー類、そ の他の植物又 は土壌を介し た人の健康へ のリスクは 無視できると
考えられる。
上記 Phase Ⅰの結論に関し、Phase Ⅱでは、以下のとおり見直しを行っている。
○トナカイについ ては、人獣共 通感染症の可 能性や食品安 全の問題に 関する評価に
関連した新たな情 報はない。し たがって、上 記の１、２及 び５は依然 として妥当
である。
○シカ科動物は、 症状を示す数 か月前から CWD の病原体 を保有・排 出しているこ
とから、上記の３ 及び４につい て、無症状で あるからとい って人への ばく露を排
除できるわけではないことを強調する。
○ヘラジカについ ては、ヘラジ カ症例及びそ の病原体の特 徴の同定に 関する予備試
験の結果から、ト ナカイや北米 のシカ科動物 で確認された ものと有意 に異なると
いう重要な特徴が 明らかとなっ た。このこと は、人獣共通 感染症の可 能性につい
て、従来型の CWD とは異なる 可能性がある という不確定 性を生じる 。現段階の
知見からは、食品 安全に関する 確固たる結論 に至ることは できない。 予防原理に
よって潜在的なリスクが減少される。
結論は以下のとおりである。
○現段階の証拠及 び人獣共通感 染症の可能性 に関する不確 定性の程度 を踏まえると、
フードチェーンの みならず、そ の他の直接又 は間接的なば く露源を介 したものも
含め、人へのばく 露リスクを最 小化するため の、積極的か つ予防的な 措置が重要
である。
○人へのばく露を 防止するため の最も重要な 措置は、シカ 科動物におけ る CWD の
有病率を減少させ ること、望ま しくは、風土 病となる前に 疾病を根絶 することで
ある。
さらに、CWD のカニクイ ザルへの伝達 に関し得ら れた新たな知 見（ Czub らによる
報告）について、update statement では、以下 の見解を示し ている。
○Czub らによ る実験経過 報告では 、プリオ ン病では 、病気の 伝達に関す る種間バ
リアは、あったとし ても、おおよ そ絶対的なも のではないこ とが強調さ れている。
不完全な種間バリ アに関連する 不確定性につ いては、人獣 共通感染症 の可能性は
極めて低いと結論した以前の VKM の 2 つの意見書でも慎 重に評価がな された。
○高感度の検査法 で検査されな い限りは、無 症状期であっ ても CWD の感染性はト
ナカイの筋系に存 在すると考え るべきである 。したがって、頭部や脊髄 の除去は、
人へのばく露を 減じるた めの措置と しては、他 のプリオン 病に比べ 、 CWD プリ
オンでは効果的でないかもしれない。
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○CWD 陽性の無 症状のオジ ロジカに由 来する肉を 経口投与 された結果 、カニクイ
ザルが CWD に感 受性を示した ということは 、人へのばく 露を減じる ための予防
的かつ率先した 措置の必 要性を増強 する。現段 階の知見で は、 CWD プ リオンが
人の病気の原因と なる可能性は 排除できない 。しかし、そ のリスクは 極めて低い
と思われる。
○結論として、 CWD の人獣 共通感染症 のリスクは 、我々の 以前の評価 と同様、依
然として極めて低いと考えられる。
（ ２ ） ノ ルウェ ー食品安全 庁（ＮＦ ＳＡ） 57)
NFSA は 、2016 年 9 月に公表した「 CWD に関する狩 猟者への情 報」で 、人への影
響に関して、以下の見解を示している。
CWD は 人への感 染リスクが 極めて低い 動物の疾病 である。 最近の国立 獣医研究所
の分析によると、 ノルウェーに おける CWD は 2 タイプ ある可能性が ある。ノルウ ェ
ー公衆衛生研究所 及び国立獣医 研究所の助言 を受けて、我 々は現在、 検査陽性動物 へ
の予防的アプロー チを採用して いる。本病が 人へ感染する リスクは極 めて低いが、 安
全側に立ち、検査陽性動物の肉はフードチェーンに入っていない。
検査陽性動物を所 有する狩猟者 は、その肉や残 さを処分する ため、NF SA から連絡
を受けることにな っている。し たがって、該 当者は検査結 果が出るま で肉を保管し 、
配布しないようにされたい。
５ ． 欧 州 連合（ ＥＵ） 58,59)
欧州食品安全機関 （ EF SA）は、 2011 年 1 月及び 2017 年 1 月に公表し た科学的意見
書で、人への影響に 関して、以下の 見解を示して いる。2017 年の科学的 意見書は、2011
年の見解を更新したものである。内容は以下のとおりである。
○感染が種間バリ アを超えて起 こるか否かに 関わらず、T SE の病原体 の宿主への感 染
性には、多くの 因子が影 響する。現 時点では、 CWD を含む あらゆる動 物のプリオ
ン病について、人 獣共通感染症 である可能性 を直接的に評 価するため の、全ての宿
主及び病原体の可変性を網羅した実験系はない。
○CWD は リスザルには 伝達するが、 カニクイザ ルやヒト P rP 発現マ ウスを含む他 の
動物モデルへの in vivo における伝達は現時点では報告されて いない。
○in vitro で増幅さ れた CWD によ って、ヒト PrP が P MCA 法で変換 されるという 新
たな知見が得られ た。また 、RT-QuIC を用いた実 験は、タ ンパク間相 互作用のレベ
ルで、 CWD の人 への伝達を 阻害する分 子バリアは 、従前考 えられてい たよりも脆
弱である可能性を示唆している。
○上記の２点を 踏まえる と、 CWD 感染 シカ科動物 と人の間 における絶 対的な種間 バ
リアを示す証拠はない。
○CWD の株、有 病率、宿主 の範囲及び 人獣共通感 染症であ る可能性に ついては、 完
全には解明されて いない。現時 点で得られて いる宿主の範 囲や人への リスクに関す
る全てのデータは 、北米のシカ 科動物で確認 された CWD 症例による ものである。
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ノルウェーの CWD 症例に関す る予備試験に よる知見は、 欧州と北米 の株が異なる
可能性を示唆している。
○CWD プリオン は、骨格筋 やその他の 可食部位に も存在し 、このこと は、人が流 行
地域において感染物を消費する可能性を示す。
○CWD の人への 感染が成立 するための ばく露量や 、それが 株や宿主で どう変わる の
かについては、データ がない。経口ば く露のレベル は、動物での T SE の有病率及び
フードチェーンに 入る動物組織 に分布する感 染性に大きく 影響される 。後者につい
ては、 BSE やスクレイ ピーでは、 SRM 除去 で減じられて いるが、北 米で消費され
ているシカ科動物では、当該措置は義務付けられていない。
○これまでに実施 された疫学調 査によれば、 ヒトの sCJD の発 生と CWD へのばく 露
には、関係性は示 されていな い。sCJD のサー ベイランス は、欧州及び 北米におけ
る年間平均致死率 が、 100 万人 当たり 1-1.5 症例と、比較 的一致して いることを示
している。
６ ． フ ィ ンランド

12)

フィンランド食品 安全局（ Evira）は、 2018 年 3 月に 国内で初めて CWD が発生した
ことをウェブサイ ト上で公表し た。その中で 、人への影響 に関して、以 下の見解を 示し
ている。
CWD に 人が罹患 したことは 知られてい ない。ヘラ ジカの肉は 食べても安 全であり、
シカ科動物の肉の 販売及び輸出 に規制は課さ ない。予防的 措置として、 生体のシカ 科動
物の他国への輸出は、差し当たり停止する。
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