食品安全委員会プリオン 専門調査会
第90回会合議事録

１．日時

平成27年４月27日（月）

14:00～14:47

２．場所

食品安全委員会大会議室（赤坂パークビル22階）

３．議事
（１）デンマークから輸入される牛肉及び牛の内臓に係る食品健康影 響評価につ いて
（２）その他

４．出席者
（専門委員）
村上座長、門平専門委員、筒井専門委員、永田専門委員、中村優子 専門委員、
中村好一専門委員、八谷専門委員、福田専門委員、眞鍋専門委員、 横山専門委 員
（食品安全委員会）
熊谷委員長、佐藤委員
（説明者）
厚生労働省

小西BSE対策専門官

（事務局）
姫田事務局長、鋤柄評価第二課長、田中課長補佐、本山係長、大快 係員、
大西技術参与、小山技術参与

５．配布資料
資料１

平成27年度食品安全委員会運営計画

資料２－１

デンマークのBSE対策の経緯等について

資料２－２

デンマークの出生年別のBSE発生状況等

資料３－１

BSE対策に関する調査結果（厚生労働省）

資料３－２

BSE関係飼料規制の実効性の確保（農林水産省）

参考資料１

食品健康影響評価について
「デンマークから輸入される牛肉及び牛の内臓について」

参考資料２－１

食品健康影響評価について
「豚及び家きん由来混合血粉等の豚等用飼料としての利用について」
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参考資料２－２

食品健康影響評価について（回答）
「豚及び家きん由来混合血粉等の豚等用飼料としての利用について」

６．議事内容
○村上座長

若干 の委員の先生 方が、今、こち らに向かわれ ていると伺 っております ので、

始めさせていただこうと思います。
それでは、ただいまから第90回「プリオン専門調査会」を開催いたし ます。
本日は、議事次 第では11名と なっておりま すけれども、 10名の専門 委員が御出席 される
予定でございます。
欠席と伺ってお ります専門委 員は、水澤専 門委員、山田 専門委員、 山本専門委員 並びに
堂浦専門委員の４名でございます。
さらに、食品安全委員会からはお二方の委員に御出席をいただいてお ります。
本日の会議全体 のスケジュー ルにつきまし ては、お手元 の資料にご ざいます「第9 0回食
品安全委員会プリオン専門調査会 議事次第」を御覧いただきたいと思います。
それでは、議事に入ります前に、事務局より本日の資料の確認をお願 いいたしま す。
○田中課長補佐

配付資料の確 認の前に、事 務局の人事異 動がござい ましたので御 報告い

たします。
４月１日付で、山本評価第二課長の後任として鋤柄が着任しておりま す。
○鋤柄第二課長

鋤柄でございます。よろしくお願いいたします。

○田中課長補佐

また、廣田評価専門官の後任として、大快が着任しております。

○大快係員

大快でございます。よろしくお願いいたします。

○田中課長補佐

それでは、配付資料の確認をさせていただきます。

本日の配付資料は、議事次第、座席表、専門委員名簿のほかに８点で ございます 。
資料１、平成27年度食品安全委員会運営計画。
資料２－１、デンマークのBSE対策の経緯等について。
資料２－２、デンマークの出生年別のBSE発生状況等。
資料３－１、BSE対策に関する調査結果（厚生労働省）。
資料３－２、BSE関係飼料規制の実効性の確保（農林水産省）。
参考資料１、食 品健康影響評 価について「 デンマークか ら輸入され る牛肉及び牛 の内臓
について」。
参考資料２－１ 、食品健康影 響評価につい て「豚及び家 きん由来混 合血粉等の豚 等用飼
料としての利用について」。
参考資料２－２、食 品健康影響評 価について（回答）
「豚 及び家きん 由来混合血粉 等の豚
等用飼料としての利用について」。
以上の資料を用意いたしております。不足の資料はございませんでし ょうか。
なお、これまで の評価書等及 び今回の諮問 に関する提出 資料等は、 既に専門委員 の先生
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方には送付してお りますが、お 席後ろの机上 にファイルを 用意してお りますので、 必要に
応じ、適宜御覧いただきますようお願いいたします。
また、傍聴の方 に申し上げま すが、専門委 員のお手元に あるものに つきましては 、著作
権の関係と大部に なりますこと などから、傍 聴の方にはお 配りしてい ないものがご ざいま
す。調査審議中に 引用されたも ののうち、閲 覧可能なもの につきまし ては調査会終 了後、
事務局で閲覧でき るようにして おりますので 、傍聴の方で 必要とされ る場合は、会 議終了
後に事務局までお申し出いただければと思います。
以上です。
○村上座長

まず 、議題に入り ます前に、事 務局から「平 成27年度食 品安全委員会 運営計

画」についての説明があるとのことですので、よろしくお願いいたしま す。
○鋤柄評価第二課長

資料１を御覧ください。

「平成27年度食品安全委員会運営計画」でございます。
資料に従って御説明させていただきます。１ページを御覧ください。
運営計画につき ましては、１ 月の専門調査 会で御審議い ただいた後 、国民からの 意見の
募集を経て、先般３月24日の食品安全委員会でおまとめいただいたもの でございま す。
２ページから内 容になります 。主に前年度 の計画から変 わったとこ ろを中心に御 説明さ
せていただきます。
２ページ（２） のところに「 重点事項」が ございます。 今年は５本 の柱を立てて おりま
す。
「①

食品健 康影響評価 の着実な実施 」という ことで、新 たな評価手 法の活用等に より、

評価を着実に実施するということにしております。
「②

リスクコ ミュニケーシ ョンの戦略的 な実施」につ きましては 、リスクコミ ュニケ

ーションのあり方 について報告 書の取りまと めを行い、戦 略的なリス クコミュニケ ーショ
ンを実施するということにしております。
「③

研究・調 査事業を活用 した新たな評 価方法の企画 ・立案」で ございますが 、食の

グローバル化や新 たな危害要因 の出現に対応 するため、国 内外の最新 の知見を収集 すると
ともに、研究・調 査事業を活用 して、新たな 評価方法の検 討を行うと いうことにし ており
ます。
④は、従来より 実施しており ましたけれど も、今回特出 しとしまし て「海外への 情報発
信及び関係機関との連携強化」を立てております。
⑤につきまして は、引き 続き「緊急 時対応の強 化」という ことに取り 組んでまいり ます。
「第２

委員会の運営全般」でございます。

委員会、各種専門調 査会を開催し ていくという ことにあわせ まして「（６）事務局 体制の
整備」といたしま して、新たな 評価方法の企 画・立案機能 を担う評価 技術企画室を 新たに
設置するなど、必要な予算及び機構・定員を確保するということにいた しておりま す。
「第３

食品健康影響 評価の実施」でご ざいますが、１の「（１）リ スク管理機関 から食
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品健康影響評価を 要請された案 件の着実な実 施」につきま しては、引 き続き計画的 ・効率
的な調査審議を行 ってまいりま す。「（２）企 業からの申請 に基づきリ スク管理機関 から要
請を受けて行う食 品健康影響評 価について」 は、標準処理 期間内に評 価結果を通知 できる
よう、計画的な調査審議を引き続き行ってまいります。
次のページ「２

評価ガイド ライン等の策 定」でござい ますけれど も、平成27年 度にお

きましても、引き 続きベンチマ ークドース法 の適用方法に ついて検討 を行うことと してお
ります。３は「自ら評価」についてでございます。
５ページにまい りまして「第 ４

食品健康 影響評価の結 果に基づく 施策の実施状 況の監

視」でござい ます。平成27年度に つきまして も、年１ 回調査を実 施し、その結果を踏 まえ、
必要に応じ、勧告、意見の申し出を行うといったことにしております。
「第５

食品の安 全性の確保に 関する研究・調査事業の推 進」でござい ますけれども「（１）

食品健康影響評価 技術研究課題 の選定」につ きましては、 おおむね５ 年のロードマ ップを
策定しておりまし たが、昨年12 月に全面改定 いたしました 。次のペー ジでございま すが、
このロードマップ で定める優先 実施課題につ きまして、真 に必要性の 高いものを選 定して
いくという方針にしております。
下のほうにまい りまして「２

食品の安全 性の確保に関 する調査の 推進」でござ います

が、こちらにつき ましても、ロ ードマップに 沿って優先課 題を定め、 真に必要性の 高いも
のを選定する。ま た、大学等の 関係研究機関 も含め、幅広 く周知する ということに いたし
ております。
７ページにまい りまして「第 ６

リスクコ ミュニケーシ ョンの促進 」でございま すけれ

ども、１番のとこ ろで食品健康 影響評価その 他の食品の安 全性につい て、迅速に最 新の情
報を以下「（１）ホ ームページ」 から「（６） 食品安全モニ ター」まで の各種媒体の 特性を
踏まえて、発信していくということにいたしております。
８ページ「２

『食品の安全 』に関する科 学的な知識の 普及啓発」 でございます が、リ

スクアナリシス講 座を地方での 開催を含め実 施する。また 、講座内容 については資 料をイ
ンターネットで公 表するととも に、内容をま とめた動画に ついて、イ ンターネット の配信
等、多くの消費者が活用可能な形で提供するということにいたしており ます。
「３

関係 機関・団体との連携 体制の構築 」につき ましては 、昨年と 同様でござい ます。

次のページにま いりまして「 第７

緊急の 事態への対処 」につきま しても、昨年 と同様

でございます。
「第８

食品の 安全性の確保 に関する情報 の収集、整理 及び活用」 でございます けれど

も、具体的に国際 機関、海外の 政府関係機関 や学術誌に掲 載された論 文、食の安全 ダイヤ
ル等を通じまして、毎日収集するということにいたしております。
次に10ページで ございます。最後「第９

国際協調の 推進」でございま すが「（１）国際

会議等への委員及 び事務局職員 の派遣」、そ れから「（２） 海外の研究 者等の招へい 」のほ
か「（３）海外 の食品安全機 関等との連 携強化」を 挙げておりま す。
（３ ）につきまし ては、
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委員会との協力文 書を締結して いる欧州食品 安全機関及び 豪州・ニュ ージーランド 食品基
準機関との定期会 合のほか、例 えばフランス 食品環境労働 衛生安全庁 等のほかの外 国政府
機関との情報交換 、連携強化及 び協力文書の 締結を検討す るというこ とにいたして おりま
す。
説明は以上でございます。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの資料１の説明に対して、御質問等がございましたらお願い いたします 。
それでは、事務 局から平成15 年10月２日、 食品安全委員 会決定の「 食品安全委員 会にお
ける調査審議方法 等について」 に基づき、必 要となる専門 委員の調査 審議等への参 加に関
する事項について報告をお願いいたします。
○田中課長補佐

それでは、本 日の議事に関 する専門委員 の調査審議 等への参加に 関する

事項について御報告します。
本日の議事につ いて、専門委員 の先生方か ら御提出いた だいた確認書 を確認したと ころ、
平成15年10月２日 、委員会決定 の２（１）に 規定する「調 査審議等に 参加しないこ ととな
る事由」に該当する専門委員はいらっしゃいません。
以上です。
○村上座長

提出いただきました確認書につきまして、相違はございませんでしょ うか。
（「異議なし」と声あり）

○村上座長

ありがとうございます。

それでは、本日 の審議に入る 前に、前回の 専門調査会で の審議内容 について振り 返りた
いと思います。
前回の専門調査 会では、諮問 事項「スウェ ーデンから輸 入される牛 肉及び牛の内 臓に係
る食品健康影響評 価」、「ノルウ ェーから輸入 される牛肉及 び牛の内臓 に係る食品健 康影響
評価」について、 御審議いただ きました。そ の後、３月10 日の食品安 全委員会への 報告、
３月11日～４月９ 日までの期間 でパブリック コメントの募 集を行い、 ４月21日の食 品安全
委員会での審議を経て、同日付で評価結果が厚生労働省へ答申されまし た。
それでは、議事１を開始したいと思います。
本件は、３月30 日に厚生労働 省から、デン マークから輸 入される牛 肉及び牛の内 臓に係
る食品健康影響評 価についての 諮問があり、 ４月７日の食 品安全委員 会で本専門調 査会で
の審議を依頼されたものです。
最初に、厚 生労働省の 小西BSE対策専 門官から 、諮問内容 等の説明を していただき たいと
思います。よろしくお願いいたします。
○小西専門官

厚 生労働省食品 安全部の小西 と申します。 本日はよろ しくお願いい たしま

す。
デンマークから 輸入される牛 肉及び牛の内 臓について、 輸入条件の 設定というこ とで、
３月30日付で諮問 させていただ きました。参 考資料１に諮 問の依頼の 文書を、本日 資料と
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して用意していた だいておりま す。参考資料 １の裏面の別 紙につきま して、最初に 説明さ
せていただきたいと思います。
「１

諮問の背 景及び趣旨」 ということで 、基本的には これまで諮 問させていた だいた

国と同様の内容に なっておりま す。2001年以降、BSE発 生国につい ては法的に牛 肉、その加
工品について輸入 を禁止すると いうことで対 応をしてきて ございまし て、デンマー クにつ
いても同様でございます。
「２

具体的な諮問内 容」になりますけ れども、
（１）にござい ますとおり、月齢 制限に

つきましては、現 行の「輸入禁 止」から「30 か月齢」とし た場合のリ スクを比較。「（２）
SRMの範囲」というこ とで、現行の「輸 入禁止」から「全 月齢の扁桃 及び回腸（盲腸 との接
続部分から２メー トルの部分に 限る。）並 びに30か月齢 超の頭部（舌、頬肉 、皮及び 扁桃を
除く。）、脊髄及び 脊柱」という ことで、これ らにつきまし て、これま での国と同様 の内容
で諮問をさせていただいております。
また「（３）上記（１）及び（ ２）の評価を 終えた後、国 際的な基準 を踏まえてさ らに月
齢の規制閾値（ 上記（１））を引き 上げた場合の リスクを評価 」として いただきたい と考え
てございます。（３）につきましても、これまでと同様の内容となって おります。
続きまして 、デンマー クのBSE対策の 概要を説明さ せていただ きます 。資料２－１ を御覧
いただければと思います。
１枚おめくりい ただきまして、２ ページ目に「デン マークのBSE 対策の経緯」とい うこと
でございますけれ ども、資料とし ては用意し ておりません が、デンマー クにつきまし ては、
牛の飼養頭数がお おむね150万頭 ぐらいの規 模になってお ります。と畜 頭数はその３ 分の１
程度で年間50万頭ぐらいと畜されてございます。
BSE対策といたし ましては 、２ページ 目にあります ように 、まず1990 年に反すう動 物由来
たん白質の反すう 動物用飼料と しての使用が 禁止されてご ざいます。 その後、1997 年には
ほ乳動物由来たん 白質の反すう 動物用飼料と しての使用が 禁止されて ございます。2 001年
にはEU全体でそう ですけれども 、全ての動物 由来たん白質 の家畜飼料 への使用が禁 止とい
うことで、デンマーク でも同様の対 策がとられて おります。また、2000 年からSRMの 規制と
いうことで、EUの規則 にのっとった 形でSRMの焼 却処理が行わ れております。そ のほか、サ
ーベイランスにつ きましては、 対象月齢など の途中変更は ございます が、ここに挙 げられ
ておりますとおり、サーベイランスが実施されております。
３ページ目に「世界 のBSE発生件数 の推移」というこ とでござい まして、この中に デンマ
ークにつきまして も、色を濃く して、ハイラ イトした形で 発生頭数を 示してござい ます。
ここの中では 、デンマー ク国内で確認 されたBSE感染 牛というこ とで、1 992年に輸入 した牛
で最初に見つかっ ております。 その後、この 年表にはない のですけれ ども、2000年 に１頭
見つかっておりま す。その後、2 001年６頭、 2002年３頭、 2003年２頭 、2004年１頭 、この
2004年の１頭が非 定型と聞いて ございます。 また、2005年 １頭、その 後の2009年に １頭が
確認されておりま す。このほか 、ここには出 てこない３頭 の牛がデン マークから輸 出され
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た後に確認されてございます。説明は以上になります。
厚生労働省とし ましては、今 回の諮問に対 して答申をい ただいた段 階で評価結果 を踏ま
えまして、必要な管理措置の見直しを行う予定としております。
説明は以上になります。
○村上座長

ありがとうございました。

次に、事務局に資 料を用意して もらいまし たので、事務局 から説明を お願いいたし ます。
○田中課長補佐

それでは、説 明させていた だきます。資 料２－２、 横紙を御覧い ただけ

ればと思います 。事務局 で、デン マークのBSE 検査対象月齢 の推移と出 生年別の摘発 状況に
ついて、簡単にまとめさせていただきました。
まず「BSE検 査対象月齢の 推移」にな ります。デンマークに おいては 、一番右側に ござい
ます臨床症状牛の 検査は1990年 ３月から開始 しております 。2000年10 月から、健康 と畜牛
と死亡牛は24か月 齢超で抽出、 緊急と畜牛は 24か月齢超の 全頭という ことで検査が 始まっ
たところです。そ の後、検査対 象の変更を経 て、健康と畜 牛につきま しては2009年 に48か
月齢超の全頭、201 1年７月に72 か月齢超の全 頭、その後、 2013年１月 に抽出検査と なりま
して、2013年７月 には健康と畜 牛の検査は廃 止していると ころです。 死亡牛及び緊 急と畜
牛につきましては、2009年から48 か月齢超の 全頭へ検査対 象月齢が変更 になっており ます。
裏のページを御 覧いただけれ ばと思います 。デンマーク での出生年 別の摘発状況 になり
ます。デンマ ークにおい ては、デ ンマーク生 まれの牛では1 8頭のBSE牛 が確認されて います
が、全て1990年代生 まれとなって おります。20 01年１月に完 全飼料規制 が導入されま して、
その後、BSE陽性牛 は確認されて いないという 状況です。BSE の出生年で 見た最終発生 は1999
年３月生まれが最終発生でありまして、現時点で16年が経過していると いう状況で す。
事務局からは以上になります。
○村上座長

ありがとうございました。

この諮問案件に つきましても 、従来どおり 、これまでと 同様に慎重 に審議してい きたい
と考えております 。ただいまの 厚生労働省及 び事務局から の説明につ いて、十分に 今後も
議論を深める必要 があると思い ますので、積 極的に御質問 や御意見等 をよろしくお 願いい
たします。
○門平専門委員

説明に対する 質問ではない のですけれど も、これま でプリオン専 門調査

会では、カナダや アメリカ、ス ウェーデン、 ノルウェーの 評価を行っ てきました。 今日の
デンマークに関し ても同じよう な方向で評価 していくこと になろうか と思うのです 。まず
は牛群がどのくら い感染してい たのかという のを、飼料規 制とかサー ベイランス結 果を見
て評価し、その後、SRMがど のくらい除去 されていたの か、と畜場でど のような管理 がされ
ていたのか、食肉 レベルの具体 的な管理方法 をチェックし ながら、最 終的には先ほ ど厚生
労働省から説明が あったように 、輸入 禁止から30か 月齢までのリ スクと 、SRMの範囲 を評価
するというふうにして進めていけばよろしいのではないかと思います。
○村上座長

御提 案ありがとう ございます。 門平専門委員 がおっしゃ るとおり、従 来どお
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りでございますけ れども、それ ぞれの項目に ついて慎重に 審議してい きたいと考え ており
ます。
先ほどの厚生労 働省の小西専 門官並びに事 務局の説明に 関して、ほ かにございま せんで
しょうか。
○筒井専門委員

１つだけ、こ れからたぶん 資料が出てく るのではな いかと思いま すけれ

ども、2009年に１ 頭摘発されて いるのですが 、最後の摘発 というのは 何歳ぐらいで すか。
ちょっと気になっ たのは、恐ら くデンマーク が多いのは乳 用牛ですね 。そうすると 、結構
年齢が高いのがそんなにいるのかと思ったのです。
○本山係長

今、 御質問があり ました2009年 に確認された ものにつき ましては、乳 用牛で

月齢が173か月齢ということで聞いております。健康と畜牛で検出され ております。
○村上座長

ほかにございませんか。

○姫田事務局長

もう一度確認で、搾乳用の雌ですか。

○本山係長

Dairyとしか書いていないので、雌雄は分かりません。

○村上座長

どうぞ。

○門平専門委員

月齢から考え ると、乳牛の 雌ではないで しょうか。 ペット的に飼 ってい

る人もいます。種 雄牛という可 能性も否定で きませんが、 数的にかな り少ないので ないの
だろうかと思います。
○村上座長

今の件はよろしいでしょうか。ほかにございませんか。

資料の中で、輸 入している牛 が多いと書い てあったので すが、それ をどのように 管理し
ているかという情報があったら教えてください。
○本山係長

輸入 牛の頭数の推 移なども資料 の提出をいた だいており 、後ろに用意 してお

ります資料にもあ るのですけれ ども、ページ 番号が振られ ておらず、 御案内が悪く て大変
恐縮なのですが、 輸入牛の頭数 については19 88年から2010 年までの統 計がございま して、
多い年には１万頭 を超える規模 の輸入がござ います。イギ リスからの 輸入牛につき まして
は、EUの中の統一 ルールはござ いますが、英 国からの輸入 が禁止され ておりまして 、1996
年に、輸入禁止前 にイギリスか ら輸入された 牛とそれ以外 の輸入牛、 自国内で生ま れた牛
の３種類の耳標を 使いまして、 輸入禁止前に イギリスから 輸入された 牛については 、飼料
ですとか食品のフ ードチェーン に入らない管 理を行います とともに、全 頭BSEの検査 も行っ
ております。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにございますか。よろしいですか。
小西専門官、ありがとうございました。
先ほどの御質問 も含めて、追 加の御質問等 がございまし たら、出し ていただけれ ばと思
います。また、そ れに対して必 要であれば、 追加資料の提 出をお願い することにな るかも
しれませんので、御対応をよろしくお願いいたします。
それでは、今後 諮問されまし た件について 審議していく ということ になりますが 、先ほ
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ど門平専門委員か ら御提案をい ただきました 内容を踏まえ て、審議の 進め方につい て多少
議論しておきたいと思います。
表現方法につき ましては、平 成24年10月の 評価書はこれ までと同様 でございます けれど
も、本件も同様としてはどうでしょうかということが１つ目。
それから、２番 目として、米 加仏蘭、アイ ルランド、ポ ーランド、 スウェーデン 、ノル
ウェーと同様、審 議内容１及び ２の規制閾値 が30か月齢ま での部分を 審議してはど うでし
ょうかということです。
３番目としまし ては、感染 実験、非 定型BSE、v CJDなどにつ いては、平成24年10月 の評価
書以降の評価結果 に影響を与え る新たな科学 的な知見はな いと考えら れるため、ひ とまず
は記載しないということでいかがでしょうか。
最後に、評価書 のたたき台に ついては、厚 生労働省提出 資料に基づ いて、起草委 員会に
検討を依頼するというふうにしたいと思いますが、いかがでしょうか。
（「異議なし」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、まず は評価書のた たき台でござ いますけれど も、起草委 員の先生方の 御意見
を踏まえて、事務 局に案の作成 などをお願い したいと思い ます。担当 の起草委員の 先生方
におかれましては、よろしくお願いいたします。
また、専門委員 の先生方にお かれましては 、引き続き諮 問内容に関 する質問、あ るいは
用意しておいたほ うがよいと思 われる資料な ど、お気づき の点がござ いましたら、 事務局
まで御連絡をお願 いいたします 。その上で、 いただきまし た御意見等 につきまして は、次
回の専門調査会までに担当起草委員の先生方と検討しておきたいと思い ます。
続いて、資料３ －１と３－２ 、参考資料２ －１と２－２ について、 事務局から報 告をお
願いいたします。
○田中課長補佐

それでは、資 料３－１及び ３－２につい て御報告い たします。ま ず資料

３－１を御覧いただければと思います。
今回の報告につ きましては、 厚生労働省及 び農林水産省 が毎年定期 的に実施して いる調
査結果の定期報告 になります 。本件に つきましては 、４月2 1日の第558 回食品安全委 員会で
厚生労働省及び農 林水産省より 報告をいただ きましたので 、本日は事 務局から説明 をさせ
ていただきます。
資料３－１です けれども 、こちらは 厚生労働省が 毎年行ってい る「BS E対策に関す る調査
結果」ということで、と畜 場でのBSE対策 に関する調査 結果になり ます。平成26年９ 月末現
在の状況について調査を実施したということになります。
「１

調査の趣 旨」といたし ましては、食 品安全委員会 の過去の評 価結果を踏ま え、省

令を改正しSRMの範 囲等を見直し た。ま た、検 査月齢につい ても48か月 齢超としたと いうこ
とで、分別管理につ いてガイドラ インで具体 的な方法など を示している というところ です。
また、と畜場にお いて、特定部 位の除去、廃 棄、焼却等が と畜場側の 衛生管理責任 者、作
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業衛生責任者の管 理のもとで行 われていると いうことで、 関係法令と 関係通知の遵 守状況
を確認するために、と畜場におけ るBSE対策に 関する実態調 査を定期的 に行うことと したも
のということになります。
「２

調査結果 」になります 。こちらの調 査項目につき ましては、 基本的に昨年 度と同

じものになります。「１

調査対 象施設」が 平成26年９月 末現在147施 設ということ で、牛

のと殺を行ってい ると畜場数が1 41施設、めん 羊または山羊 のと殺を行 っていると畜 場数が
62施設ということです。
次が「２

通 常の牛のスタ ンニング方法（重複を 含む）」と いうことで 、スタンガ ンを使

用していると畜場 数が136施設、と畜ハンマー を使用してい ると畜場数 が16施設とい うこと
です。また「３

牛のとさつ時 の不動化の方 法について」 は電流、パ ルスによる不 動化装

置を使用している ところが50施 設、強力スタ ンナーによる 不動化が６ 施設、それ以 外の不
動化方法が５施設ということです。
「４

月齢によ る分別管理に ついて」は、 48か月齢、30 か月齢で３ 区分に分別管 理して

いる施設が72施設 、48か月齢の み区分管理し 、30か月齢で は分別管理 せずに全ての 牛の頭
部、脊髄を特定 部位として取 り扱っている 施設は69施 設ということ です。また「（２ ）分別
管理の方法」につ きましては、 曜日や日によ って分別管理 をしている 施設が４施設 、時間
によって分別管理 をしている施 設が24施設、 また、タグ等 により識別 して分別管理 をして
いるところが84施設、その他につきましては29施設ということです。
「５

30か月齢 超の牛の背割 りによる脊髄 片の飛散防止 について」 につきまして 、鋸の

刃を洗浄しながら 切断し脊髄片 を回収してい る、脊髄片を 焼却してい るといった基 本的な
事項が136施設で行 われていると いうことで す。一番下になり ますけれども（３）で 背割り
を行っていない施設が４施設あるということです。
「６

舌扁桃の 除去について 」につきまし て、左右の最 後位有郭乳 頭を結ぶライ ンを垂

直に切断している 施設が10施設 、舌根 側にかけて舌 表面を除去し ている施設は 108施設 、そ
の他が23施設ということです。
「７

30か月齢 以下の牛の頭 部（舌及び頬 肉を除く。以 下同じ。）の 使用について 」は、

作業場所によって 分別している のが14施設、 時間により分 別している のが20施設、 その他
の方法で分別して いるのが10施 設、30か月齢 以下の牛の頭 部を使用し ていない施設 は97施
設ということです 。30か月齢超 の牛の頭部か ら舌及び頬肉 以外の部位 を除去してい ないこ
とについて、処理後にと 畜検査員の確 認を受けてい るのが140施 設ということ で、30 か月齢
以下の牛のみをと 殺している１ 施設を除くと いうことです 。また、牛 の特定部位を 専用容
器で保管して、と 畜検査員によ る確認を受け ている。これ は全ての施 設で行ってい るとい
うことです。
「９

牛の特定 部位の焼却に ついて」は、 重複も含みま すけれども 、場内で焼却 したり

とか、産廃処理業者に委託して焼却したり、それぞれ焼却を行っている ということ です。
「10

と畜場の 設置者または 管理者による 牛の特定部位 の焼却の確 認について」 は、全
10

ての施設で特定部 位が確実に焼 却されること を確認し、記 録を保管し ているという ことで
す。
「11

めん羊及 び山羊のSRMの 焼却につい て（重複含む）」も牛と同 様に場内での 焼却で

あるとか、産廃業者の委託で焼却しているという施設がございます。
「12

文書の作成等 に関すること」に つきましては、SRM に係るSSOP は全ての施設 で作成

されているという ことです。
（３）につき まして、SSOPに基 づく点検及 び確認並びに 記録に
つきましては 、SSOPに定 められた頻度 で点検を実施 し、記 録を保管して いるのは147 施設と
いうことで全ての 施設が実施し ているという ことです。以 上が厚生労 働省の調査結 果の報
告ということになります。
続きまして、資 料３－２をお 願いいたしま す。３－２に つきまして は、農林水産 省が毎
年行っている飼料規制の実効性の確保に関する平成25年度の調査結果に なります。
まず、１番を御 覧いただけれ ばと思います けれども、「 輸入飼料に係 る交差汚染の 防止」
ということで、輸 入業者からの 届け出により 、輸入配混合 飼料の原料 に反すう動物 由来た
ん白質が使用され ていないこと を確認すると ともに、輸入 飼料32点につ いてFAMICで 検査し
たところ、牛由来たん白質が検出されなかったということです。
輸入飼料につい ては、ほとん どが植物主体 の原料にビタ ミンやミネ ラルなどを添 加した
ものということで 、３ページに 「○
「２

輸入飼 料の検査点数 （平成25年度 ）」がござい ます。

販売業者 に対する規制 の徹底」とい うことで、都 道府県が飼 料または飼料 添加物

の販売事業場１4,6 48か所のうち 1,254件を検 査したところ 、法令違反 につながる可 能性の
あった不適合は13 件であったと いうことです 。具体的には 帳簿の備付 けの不備５件 、表示
の不備１件及び保 管等における 取扱いの不備 ７件であり、 保管場所に おいて牛用飼 料への
混入等の事例はなかったということでした。
「３

牛飼育農 家に対する規 制の徹底」に なります。都 道府県は牛 飼育農家80,70 0戸に

対する検査を5,123 件に実施した ところ 、不適合は１ 件で、具体的には 保管等におけ る取扱
いであり、規制さ れている動物 性飼料を給与 した事例はな かったとい うことです。 また、
地方農政局は、牛飼 育農家80,700 戸における 飼料の使用実 態調査を1,00 0件に対して 実施し
たところ、規制されている動物性飼料を給与した事例はなかったという ことでした 。
次の２ページに 行っていただ きまして「４

製造段階に おける規制 の徹底」とい うとこ

ろになります 。FAMICは 、飼料等 製造事業場3, 196か所のう ち356件につ いて検査を実 施した
ところ、不適合は １件で、具体 的には表示の 不備であり、 牛への誤用 ・流用等の事 例はな
かったということ です。都道府 県は、飼料等 製造事業場3, 196か所のう ち408件を実 施した
ところ、不適合は ２件で、具体 的な内容は帳 簿の備付けの 不備１件及 び表示の不備 １件と
いうことでした。
具体的な不適合 事例の内容に つきましては 、４ページに ございます 。帳簿の記載 事項や
保存の不備、表示の不備、あとは分離保管が不十分といった不適合事例 ということ です。
また２ページ目 に戻っていた だきまして、不適 合事例につき ましては、FAMIC、都 道府県
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が適切な表示、牛 等への給与飼 料と鶏・豚等 給与飼料の区 分保管等の 徹底、帳簿の 適切な
整備といった改善 指導を行い、 必要な是正措 置が講じられ ているとい う報告を受け ており
ます。
事務局からの報告は以上になります。
○村上座長

ありがとうございます。

ただいまの事務局の報告内容について、御質問等はございますでしょ うか。
不適合事例とい うのも、表示 の不備等であ るといったこ とでござい ます。よろし いでし
ょうか。
続いて、参考資料２－１と２－２についてお願いいたします。
○本山係長

それ では、参考資 料２－１、２ －２について 御報告いた します。参考 資料２

－１と２－２を御用意ください。
本件につきまし ては、参考資 料２－１のと おり、３月18 日付で農林 水産省より諮 問がご
ざいました。諮問 の内容といた しまして、１ 枚おめくりい ただいて図 を御覧くださ い。右
向きの矢印が大き く分けて３つ ございますが 、一番上の家 きんのみに 由来する血液 から製
造される血粉及び 血漿たん白と 、一番下の豚 のみに由来す る血液から 製造される血 粉及び
血漿たん白はこれ まで豚、家き ん、養殖水産 動物用飼料と しての利用 が認められて おりま
した。
今回、真ん中に あります豚と 家きん由来の 血液を製造工 程の原料投 入口で混合し て製造
する血粉及び血漿 たん白につい ても、豚、家 きん、養殖水 産動物用飼 料として利用 してよ
いかという諮問内 容でしたので、３月24日に 開催されまし た第554回食 品安全委員会 におい
て、今回の見直し に伴って、現 行の飼料規制 等のリスク管 理措置を前 提としたこれ までの
評価結果が変わる ものではなく 、人の健康に 及ぼす悪影響 の内容及び 程度が明らか との結
論が導かれ、参考資 料２－２のと おり、同日付 で通知いたし ましたので 御報告いたし ます。
○村上座長

ありがとうございます。

ただいまの事務 局の報告内容 について、御 質問等はござ いますでし ょうか。よろ しいで
しょうか。
ありがとうございました。
予定されていた 議事につきま しては、一通 り御議論いた だきました 。事務局から ほかに
何かございますでしょうか。
○田中課長補佐
○村上座長

ございません。

本日の審議は以上とさせていただきます。

次回につきまし ては日程調整 の上、お知ら せいたします のでよろしく お願いいたし ます。
ありがとうございました。
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