食品安全委員会プリオン 専門調査会
第93回会合議事録

１．日時

平成27年８月３日（月）

14:00～15:47

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）めん羊及び山羊の牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しに係る食 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、中村好一 専門委員、
八谷専門委員、眞鍋専門委員、水澤専門委員、山本専門委員、横山専門 委員
（食品安全委員会）
熊谷委員
（事務局）
姫田事務局長、鋤柄評価第二課長、髙﨑評価調整官、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

スクレイピーの人への感染についての知見

資料２

スクレイピーに関する感染実験の結果

資料３

めん羊及び山羊におけるBSEの人への感染についての知見

資料４

めん羊及び山羊のBSEに関する感染実験の結果

資料５

めん羊及び山羊におけるプリオン病の人への感染について（素案）

資料６

めん羊及び山羊のBSE対策の見直しに係る評価対象（素案）

参考資料１

食品健康影響評価について
「めん羊及び山羊の牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しについて」

参考資料２

めん羊及び山羊のBSE対策の見直しに係る評価書（骨子案）

参考資料３

EUにおけるスクレイピーの発生状況
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参考資料４

日本における2003～2013年までのTSEサーベイランス結果

６．議事内容
○村上座長

ただいまから、第93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名に なっておりま すけれども、 10名の専門 委員が御出席 でござ
います。欠席の専 門委員は、堂 浦専門委員、 福田専門委員 、山田専門 委員と、中村 優子専
門委員が急遽御欠席で４名でございます。
さらに、食品安全委員会からは熊谷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 3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

クールビズと いうことで５ 月から10月末 までの間、 服装の軽装を 励行さ

せていただいておりますので、御協力をお願いいたします。
それでは、配布 資料の確認を させていただ きます。本日 の配布資料 は、議事次第 、座席
表、専門委員名簿のほかに10点でございます。
配布資料につき ましては、議 事次第に記載 がございます ように、資 料１から資料 ６、参
考資料１から参考 資料４、以上 の資料を用意 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 に関係する提 出資料等は 、既に専門委 員の先
生方には送付して 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 る場合はこの 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

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 基づいて、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。
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○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。
（「はい」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。
まず、諮問事項 、めん羊及び 山羊のBSE対 策の見直しに 係る食品健康 影響評価につ いて、
厚生労働省から諮 問内容につい て、事務局か ら山羊におけ るBSEの野外 発生例につい て説明
が行われました 。さらに 、事務局 より牛のBSE の評価書をも とに作成し ためん羊及び 山羊の
評価書の骨子案に ついて説明が 行われ、今後 の審議の進め 方について審 議が行われま した。
参考資 料２を 御覧 くださ い。本 日の資 料の最 後から ３枚 目にご ざいま す。審 議の結 果、
「Ⅱ．評価に向け た経緯」にお いて、人への 健康影響評価 という観点 でめん羊及び 山羊の
プリオン病につい ておさらいを することとな り、次 いで、もしBSEに絞 ってよいこと となれ
ば、Ⅲ．以降はBSEについての 検討、もしスクレ イピーについ ても必要と なれば、Ⅲ．以降
ではスクレイピーも含めて検討することとなりました。
最後に、評価に 当たって整理 が必要な事項 ごとに起草委 員に依頼す ることとなり 、起草
委員が提出資料の内容を検討し、以降の専門調査会で調査審議を行うこ ととされま した。
それではまず、 前々回に諮問 説明がありま したスイス及 びリヒテン シュタインか ら輸入
される牛肉及び牛 の内臓に係る 食品健康影響 評価の評価書 たたき台の 作成状況につ いて、
事務局から説明をお願いします。
○田中課長補佐

前々回に厚生 労働省から諮 問説明のあり ましたスイ ス及びリヒテ ンシュ

タインから輸入さ れる牛肉及び 牛の内臓に係 る食品健康影 響評価につ きましては、 スイス
で確認されたＬ型 でもＨ型でも ない非定型BS E２症例に関 する知見等に ついて、６月 ８日付
で補足資料の提出 を厚生労働省 へ依頼してい るところです 。８月３日 現在、厚生労 働省か
ら補足資料は提出されておりません。
以上です。
○村上座長

ありがとうございました。

それでは、議事（１）を開始いた します。まず、めん羊 及び山羊のBS E対策の見直 しに係
る食品健康影響評 価については 、前回の調査 会において、 EUにおける スクレイピー の発生
状況、日本におけ る農場で死亡 しためん羊等 のTSEサーベ イランスの結 果について御 質問、
御意見がございま した。事務局 に資料を準備 してもらいま したので、 事務局から関 係資料
の説明をお願いします。
○大快係員

前回 のプリオン専 門調査会で御 質問いただい たEUにおけ るスクレイピ ーの発

生状況につきまし て、EU が公開してお りますTSEレポ ートの2013 年版をもとに 、各国 の発生
状況を参考資料３としてまとめさせていただきましたので、御説明させ ていただき ます。
まず、参考資 料３表面の「EUのめん 羊における スクレイピー 発生状況 」を御覧くだ さい。
めん羊における発 生頭数につき ましては 、2006年時 点では3,507 頭であったの に対し 、2013
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年時点では1,223頭 と減少傾向に はあります が、検査頭数 に対する陽性 率で見ると、 0.3～
0.4％前後とほぼ横ばいに推移しております。
また、各国 別で見ると 、2006年 時点ではキ プロスが1,327 頭とEU全体 の約38％を占 めてお
りましたが、2013年時点では８頭と大きく減少しております。
また、EFSAが2014 年に公表して おります科 学的意見書に おきましては 、キプロスに 加え、
フランス、ア イルランド 、オラン ダ、ス ロベニア及び 英国で 、2002年か ら2012年にか けて、
めん羊における定 型スクレイピ ーの統計的に 有意な減少が 認められて いるとしてお ります。
一方で、ギリシャ やイタリア等 につきまして は、統計的に 変化は認め られていない として
おります。
続きまして、参 考資料３裏面 の「EUの山羊 におけるスク レイピー発 生状況」を御 覧くだ
さい。山羊におけ る発生頭数に つきましては 、2006年から 2013年にか けて、年によ って増
減があるものの、E U全体で増加 傾向にありま す。ただ、EU 全体の発生 頭数のうち、7 0％か
ら年によっては90 ％以上がキプ ロスで発生し たものであり 、EU全体の 増減は、キプ ロス国
内の発生頭数に大 きく影響を受 けております 。なお、キプ ロスを除くE Uの発生頭数 は、毎
年100頭前後で推移しております。
EUにおけるスクレイピー発生状況についての御報告は以上です。
○本山係長

続き まして 、参考資料４「日本 における2003 ～2013年まで のTSEサーベ イラン

ス結果」について 御報告いたし ます。前回、 厚生労働省か らの諮問文 書におきまし て、と
畜場におけるスク レイピー等の 検査結果につ いて資料がご ざいました が、農場等で 死亡し
ためん羊等につい ても検査を行 っている旨の 御指摘がござ いましたの で、こちらを 用意さ
せていただきました。
まず最初に、2003 年から2013年 までのTSEサ ーベイランス 結果を上に お示ししてお ります。
2003年から、めん 羊、山羊並び に鹿について 、農場で死亡 したものや 臨床症状を呈 したも
のについてTSEのサーベイランスが開始されております。
検査頭数を、サ ーベイランス の枠組みで行 われたものが 括弧に入っ ていないもの 、サー
ベイランスの枠組 みで陽性にな ったものに伴 う疑似患畜を 括弧のもの で示しており まして、
2003年から2013年の累計で3,395頭検査したうちの６頭が陽性となって おります。
検査頭数の内訳は備考にございますので、省略をさせていただきます 。
また、2003 年のTSEサー ベイランス開 始前にも 、計59頭の めん羊にス クレイピーの 発生が
確認されており、 日本において は、これまで 累計65頭のめ ん羊にスク レイピーが確 認され
ております。
御報告は以上です。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの説明について、御質問や御意見がありましたらお願いいた します。
○横山専門委員

補足させてい ただいていい でしょうか。今の農場での TSEサーベイ ランス

の件に関しまして 、2003年から ６頭のスクレ イピー羊が検 出されてい ます。このス クレイ
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ピーの解析の結果 、異常 型プリオンた ん白質は 、BSEのタイ プとは異な る従来型のス クレイ
ピーであるということを確認しております。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにございませんか。
お願いします。
○門平専門委員

この山羊とめ ん羊に関して なのですけれ ども、牛と 同じように年 齢別の

発生状況や、高齢 で発生が増加 するなどのデ ータもあるの でしょうか 。私も獣医師 ですけ
れども、日本でど のくらい山羊 、めん羊が生 存しているの か、正確な 情報を持って いない
のと、ヨーロッパ では飼育の仕 方が違うし数 が多いと思い ますが、年 齢と陽性山羊 、めん
羊の発生との関係について何か情報があったら教えてください。
○村上座長

お願いします。事務局、わかりますか。

○本山係長

スク レイピーにつ きましては、 主に感染した 動物、母か らの胎盤、分 娩時の

組織、体液によっ て感染すると されておりま して、分娩の ときに周り にいた子供の 動物に
伝播しやすい一方 、大人の動物 にはかかりに くいとなって おりますの で、高齢の動 物で多
く見られるものではないのではないかと推測いたします。
○門平専門委員

小さなときに 感染するとい うのは牛と同 じなのかも しれませんけ れども、

潜伏期間は牛と同 じぐらいなの ですか。その 辺、本当は勉 強してこな くてはいけな かった
のですけれども、教えていただけますか。
○村上座長

発症年齢ということでしょうか。

○門平専門委員

そうですね。発症する年齢はどのくらいなのでしょうか。

○横山専門委員

一概には言え ないですね。 2011年に２頭 見つかって いるものは、 それぞ

れ独立して飼われ ていたのです けれども、こ れは老齢のめ ん羊でした。2 003年の場合 には、
陽性の１頭は比較 的老齢だった と思いますけ れども、同居 のめん羊を 調べたところ 、その
うちの２頭が、括 弧の中で書い てあるのは同 居めん羊の検 査結果です けれども、そ れは年
齢がよくわからな いものもあり ましたが、201 1年ほど高齢 ではなかった と記憶してい ます。
ヨーロッパのほ うでは、２歳 ぐらいで発症 してしまうよ うな若いも のもあります し、我
が国では６歳とか８歳とか、比較的高齢で発症するケースが多い印象を 受けていま す。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにございませんか。
お願いします。
○水澤専門委員

確認なのです が、何も書い ていない年で す。例えば2 006年は何も ないの

ですが、これは調べたけれどもないということでいいのですか。
○横山専門委員

はい。これは257頭、全部陰性だったということです。

○水澤専門委員

ということで、ゼロはわざわざ書いていないということですね。

○横山専門委員

そうです。

○水澤専門委員

わかりました。
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○村上座長

ほかにございませんか。

お願いします。
○水澤専門委員

この分布とい うのは全くば らばらなので しょうか。 つまり、どこ か決ま

ったところで多く 出ているなど といったこと はあるのでし ょうか。昔 、北海道で出 たとか
いう話を聞いたことがあるのですけれども。
○横山専門委員

日本でのスク レイピーはカ ナダから輸入 しためん羊 に端を発して いると

考えられているの ですけれども、大半のケー スはそこの血 縁関係がある ものが多いで すね。
潜伏期も非常に長 いものが多く て、なかなか 直接の因果関 係がわから ない例も数例 は認め
られています。
○水澤専門委員

でも、端を発 するというも ともとの１頭 というか、 そういうもの に収斂

するような形で理解できる分布なのですね。
○横山専門委員

そうですね。

○水澤専門委員

わかりました。

○村上座長

ほかにございませんか。よろしいですか。ありがとうございました。

それでは、引き 続き、審議を 続けてまいり たいと思いま す。今般、 厚生労働省か ら、め
ん羊及び山羊のBSE 対策の見直し について 、食品健康 影響評価を 依頼されてお ります 。前回
の審議において、 プリオン専門 調査会として 、めん羊及び 山羊におけ るプリオン病 の人へ
の感染についての 知見を確認し た上で、評価 対象について 審議するこ とになりまし た。今
回、起草委員の先生 方にスクレイ ピーの人へ の感染につい ての知見及び BSEの人への 感染に
ついての知見につ いて、整理い ただきました ので、起草委 員の先生方 から御説明を お願い
いたします。
まず、スクレイ ピーの人への 感染について の知見につい て、八谷専 門委員からお 願いい
たします。
○八谷専門委員

スクレイピー の人への感染 についての知 見は、お手 元の資料１、 資料２

にございます。ス クリーンでも 資料１と同じ ものを映して おりますけ れども、同じ もので
すので、どちらを 見ていただい ても結構です 。資料１を一 覧にまとめ ましたものが 、資料
２になります。
まず、資料１を 御覧ください 。こちらでま とめておりま すのはスク レイピーの概 要、こ
れはもう既に皆さ ん御存じのこ とと思います けれども、WH O、OIE、EFS A、これらが どのよ
うにステートメン トしているか ということを 簡単にまとめ てあります 。２番目に、2 011年
から2015年にスク レイピーの人 への感染、こ れは正しくは ヒト型トラ ンスジェニッ クマウ
スへの感染ですけ れども、それ らについて報 告があった５ 報について 簡単にデータ を紹介
しておりますので、それをまとめてお話しします。
資料１の１枚目を御覧ください。
WHOの見解に関し ましては、御存じ のとおり、赤で書 いてあるよ うに、いわゆるめ ん羊と
か山羊の群れの固 有の病気であ って、下３ 行目です。
「 During centuries 」にわたって 、め
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ん羊のスクレイピーが人にうつるといったリスクは見られておりません 。
OIEの見解に関し ましても、「i s not consid ered」なので 、考えられ ていませんと してお
ります。人の健康 にはリスクと しては特段考 えられていな くて、その 下の赤で書い てある
ところを踏まえて 、今般出てい ます非定型の スクレイピー に関しても 、これはクラ シカル
とは関係ない、高齢の羊に出るような孤発性のものであろうというのが OIEの見解で す。
次の３ページ目 、これが欧州 食品安全機関 （EFSA）の見 解。これも 、スクレイピ ーは小
型の反芻動物の病 気であって、「 Classical scrapie agents 」というの は、人の食べ 物には
入ってきていたで しょうという ことは考えら れています。 そうである けれども、ク ラシカ
ルなスクレイピー が人獣共通感 染症であると いう疫学のデ ータはこれ までにないと いうの
が後段部分で、さ らに、非定型 のスクレイピ ーが人獣共通 感染症であ ると考えるに は、余
りにも限界がまだ あって、言う ことはできま せんというこ とがEFSAの 見解です。と いうこ
とで、スクレイピ ーというのは 直接に人にう つるものでは ないという のは、我々と 同じよ
うに、WHO、OIE、EFSAも同様の見解でございます。
これらを踏まえ まして、スク レイピーに関 しまして、20 11年から５ 報のペーパー を紹介
しておりますので、それを簡単に御説明いたします。
次のページをめ くってくださ い。これが20 11年、多分こ れは皆さん のお手元にペ ーパー
が既に届いている と思いますけ れども『Jour nal of Virolo gy』のペー パーで、トッ プタイ
トルにありますように、ヒト型トランスジェニックマウスを使った実験 です。
いわゆ る牛 のBSEが めん羊 を経由 する とうつ りやす くなる という 話を 最初に 出した ペー
パーで、このペーパー のメインのデ ータは、このTABLE １に相当し ます。これを簡単 に御説
明しますと、使っ たマウスのラ インがその下 に書いてあり ます「Mouse line」の下 です。
一番左の129/Olaと いうのが 、トランス ジェニックを つくる前の もともとのマ ウス、コント
ロールとお考えく ださい。それで、次のBov6はウ シ型のマウス です。残 り３つ 、HuMM、H uVV、
HuMV、これがヒ ト型マウスで す。これは 129の多型の ところで、M et/Met、V al/Val、Me t/Val
の状態でつくってあります。
脳内接種した実 験ですけれど も、脳内接種 したイノキュ レートが左 のカラムです 。牛の
BSE、めん羊のBSE でinoculum１ 、２と２種類 ありまして、 その下の２ つはいわゆる ナチュ
ラルスクレイピーです。
見 て い た だ きた い と ころ は ア タ ック レ ー ト のと こ ろ で す。 お の お のの マ ウ ス の
「Incubation time 」の横の「No .affected」 のところで、 何匹打った うちの何匹発 症した
というところなの ですけれども 、一番見るべ きところはヒ ト型のHuMM のマウスです 。HuMM
のマウスに関しま して、Sheep B SE inoculum １が20頭のう ち１頭、ino culum２に関 しまし
ては70％、23頭の うち16頭が発 症して、アタ ックされてい るという結 果になってい ます。
それ以外、HuVV、HuMVのものに関しては発症はありません。
このとき発症し たものの病理 のデータなど が次のページ にあります 。５ページ目 の左側
の病理のデータで すけれども 、一番左 のカラム（ａ）
（ｃ）
（ ｅ）
（ ｇ）は コントロール です。
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イノキュレートさ れていないも ので、右側の（ｂ）から（ｈ）のもの が、ヒツジBSE をHuMM
のマウスに入れたものです。
一番上の（ａ）と（ｂ）の比 較は、これは アストログリ ア（星状神経 膠細胞）をDA Bで染
めていますので、 いわゆるグリ オーシス（星 状膠細胞の増 生）が起こ って、それか らスポ
ンジ、海綿状脳症も出ている。
その次の（ｃ）と（ｄ）、これは6H4で PrPを染めて いまして、イノキ ュラムを入れ たほう
には茶色のデポジットが明らかに確認されます。
それから（ｅ）と（ｆ）、これ はミクログリ ア（小膠細胞 ）を見てい るもので、こ れもグ
リオーシスを確認しております。
最後のカラムの（ｇ）と（ｈ）、これは偏光 顕微鏡でチオ フラビンＴ を使いまして アミロ
イドの構造を見て いるもので、 イノキュラム を入れたもの のほうがこ れはアミロイ ドのチ
オフラビンＴ陽性 のものが見え ています 。これは750 日以降のも ので、基本的にこの アミロ
イドが見えるのは 、イノキュラ ムを打たれて から結構長い 間生きてい たものに見ら れるも
のです。
その右側のウエ スタン、これは上 が6H4、下が違う抗 体で染めた ものです。いろい ろ出て
いますけれども、 言いたいこと は、左側の病 理の像は非常 にはっきり しているので すけれ
ども、こ のウ エスタ ンはPrP のPK抵 抗性 を見た もので すが、 レーン の４ 番を見 ますと 、PK
抵抗性は割と弱い 。レーンの４ 番というのが マウスのinoc ulum２で70 ％発症してい るとい
うHuMMを打ったも のなのですけ れども、それ でもPKの代謝 の実験をし てしまうと、 レーン
４のようにほかの もの、いろい ろ量を変えた り、物を変え たりしてい るものが載っ ていま
すけれども、それ よりもPK抵抗 性は弱い。そ のようなキャ ラクターで あっても病理 の状態
が出て、ヒト型マウスにうつるということです。
ただ、これ はHuMMにし か出ないとい うことと 、いわゆる めん羊のBSE であることが うつる
条件であって、ナ チュラルスク レイピーは伝 達されており ません。こ れが2011年の １本目
の論文になります。
次に参ります。 ６ページ目、 これはペーパ ーの名前を入 れるのを失 念しておりま して、
実際のペーパーは 事務局のほう の267番のペ ーパーで御確 認いただきた いのですけれ ども、
これは『Journal of Genera l Virology』とい う雑誌の2012 年のペーパ ーです。先ほ どのも
のは、めん羊を通し たBSE、それか らナチュラ ルスクレイピ ーに関しての 実験ですけれ ども、
こちらは非定型の スクレイピー に関してヒト 型マウスに脳 内接種して みた結果につ いて書
いてあります。非 定型のスクレ イピーだけで はなくて、こ こではCWD、 非定型のBSE に関し
てもあわせて行っております。
これも先ほどのT ABLE１と同じ ような表記 なのですけれ ども、マウス のラインとし ては、
HuMM、HuMV、HuVV 、この３つが ヒト型トラン スジェニック マウスです 。その右横、 先ほど
と同じようにBov6はウシ型、129/Olaはコントロールとお考えください 。
ここで出ており ますけれども、こ れも見るべき ところは「No.aff ected」のアタッ クレー
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トのところを御覧 いただくと、 これも全てゼ ロが並んでお ります。と いうことで、 いわゆ
る非定型のスクレ イピーに関し て取り上げて みましても、 この状態で 、このヒト型 マウス
への伝達はできなかったという論文でございます。
次に参ります。 次の『Emergin g Infectiou s Diseases』 の2013年の ペーパーで、 これは
非定型のスクレイ ピーのプリオ ンの実験なの ですけれども 、先ほど来 のものと違い ますの
は、マウスを変え てある、ヒト 型マウスを違 うラインを使 っていると いうことでご ざいま
す。このマウスは 、Table２の12 9MM Tg35c m ice、それか ら129VV Tg15 2c miceで、M M型、
VV型の129番目の多 型を用いたト ランスジェ ニックマウス でありますけ れども、先ほ どまで
出てきたものより は、いわゆる 実験的には高 感度で得られ るマウスと いう見解でご ざいま
す。
次のページを先 に見てくださ い。今までよ りも高感度で あるという か、反応が出 やすい
マウスという、そ のマウスのキ ャラクタライ ズをしている のがこの病 理の２つのデ ータ。
それから、上２つ のウエスタン の左側は、今 回のイノキュ レーション に使った株の ウエス
タン、右上はマウスのキャラクタライズに使ったもので、説明いたしま す。
まず、今回の実 験に関してス クレイピーの 使った株のキ ャラクタラ イズというか ウエス
タン、PK耐性の耐 性度合いを見 たものが左上 のＡ、Ｂのウ エスタンブ ロットの結果 になり
ます。左側のＡが クラシカルな スクレイピー 、右側が非定 型、アティ ピカルなスク レイピ
ーになります。ス クレイピーの 株によってPK 耐性の出方に も差があり ますし、アテ ィピカ
ルのほうに関して は、バンドの シフトもまち まちです。こ れらを打っ たマウス、ヒ ト型マ
ウスのキャラクタ ーがその次か らでして、下 の病理のもの です。これ はMMのマウス のほう
に、これは全部、 牛のBSEを打っ たものなの ですけれども 、左側のＡ、 Ｃ、Ｅが海馬 、Ｂ、
Ｄ、Ｆが大脳基底 核、線条体の ところを見て います。海馬 、線条体の Ａ、Ｂの四角 で囲っ
たところの拡大図 がＣとＤにな ります 。HE染色をし たものがＥと Ｆで、牛のBSEでこ れぐら
いの感度が出ています。
その右側のほう で、このマウ スを使いまし て、ウエスタ ンブロット の左のＡのほ うは羊
のBSEを脳に打った ときのPK耐性 を見たもの で、１というの がfirstで、２というのがs econd
passageのもの、右側はvCJDを使ったときのものです。
その下のＣは 、羊のBSE を129のTg35c に打ったとき の病理の像 で、こ れは脳梁のと ころを
見ていますけれども、PrPのデポジットが見られます。
このようなバッ クグラウンド で、こういう マウスとこう いう株を使 いまして一斉 にまと
めた結果というの が、お戻りい ただきまして 、Table２の 結果になりま す。このTabl e２を
御覧いただきまし て、上半分で す。FLI 107/ 04というとこ ろまでが、 いわゆるクラ シカル
スクレイピーで、 株のキャラク ターをウエス タンしてある ものを先ほ ど挙げました 。下の
ほうがアティピカ ルなスクレイ ピーになりま す。下 ２つが 、めん羊のBS Eに関してや ったも
のです。一番下 のめん羊のB SE以外のもの は、129 のMMでありま しても、V Vでありまし ても、
アタックレートの ところを御覧 いただきます と、アタック されており ません。唯一 アタッ
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クが出ているのが 一番下のもの で、19分の１ というのがMM のところで 出ています。s econd
passageの状態で出 ているという 報告はござ いますが 、それ以外 の、い わゆる非定型 のスク
レイピーがうつるという話ではないというのが彼らのこのペーパーでご ざいます。
次に参ります。『 Nature Commu nications』 の2014年、去 年の暮れぐ らいに出たペ ーパー
です。これに関し まして、今ま でスクレイピ ーは人へうつ らない、正 しくはヒト型 マウス
には伝達ができな いという話で したけれども 、伝達するこ とができる 、ポテンシャ ルがあ
るというお話にな ったのがこの ペーパーでご ざいます。こ こで使われ ているマウス も、先
ほどの１つ前 の論文と同 じで、Tg M et/Met 12 9、Met/Va l 1 29 、Val/Val 12 9のオ ーバーエク スプ
レスしたTgを使っています。
この表も先ほど と見方は同じ でございまし て、左側のと ころに脳内 接種をした株 が出て
います。上３つがC JD、スポラデ ィックのMM1 が１つ、VV2 、それからバ リアントのCJ D、そ
の下にBSE２つ、MF 17からPS310 というのがス クレイピーで 、スクレイ ピーの多型に ついて
は左に記載をしていただいております。その下側はコントロールになり ます。
この論文では、 ヒト型マウス に伝達したス クレイピーの ものは、型 としてヒトの タイプ
１の状態とほぼ同 じになるとい うのがこのペ ーパーの肝で 、先に申し 上げると一番 おもし
ろいところです。
このテーブルを 簡単に見てい きますと 、Tg Met/Met 12 9のところ から行きます と、pa ssage
１で、いわゆるア タックレート のところがポ ジティブマウ スの数にな ります。当然 、ヒト
型ですので、人は 移ります。そ れから、BSE はうつるもの 、うつらない ものがありま して、
passage１では、いずれもスクレイピーは伝達しておりません。
続きまして、passage ２のほうを見 ていきます と、NAというのは、こ のペーパーを 書いた
時点で死んでいな くて継続して いるというも のです 。passage２ のMMになりま すと、これは
６分の１、６分の ２という発症 例が生じてく る。MMに関し ては、スク レイピーが２ 世代目
で出てくるという のが出ていま す。２世代目 で出てきて、 かつ、これ のキャラクタ ーはヒ
トのsCJDのMM1と似ているというのがこの論文の肝です。
次のページに行 きまして、Table２ ですけれど も、同じマウスを 使いまして、めん 羊から
牛から人への伝達 というのを見 た感染実験、一旦、ウ シ型PrPの後、マ ウスにアダプ トして
人に打ったというものです。
一番左のイノキ ュレートの上 ３つはCJDの もので、それよ り下がめん 羊のものにな ります
けれども、これを 一旦bovine、 牛のTgに入れ まして、アダ プトさせて から人のTg Me tなど
に入れております。そうしますと、感染効率というのはより上がってく る。
これらで見た下 の病理の写真 が出ています けれども、sC JD MM １、sCJD VV1、この 両サイ
ドはいわゆるコン トロールです 。このどちら の型に似てい るかという のをざっくり ここで
見ていただければ いいような内 容なのですけ れども、両サイドを外 しまして 、PS21、M F17、
PS42、この３つ に関しまして は、基本 的にこのMMの 形であると 。ところが 、PS310に 関して
はVVタイプで病理の切片が見えております。
10

最後のほう 、同じ結果 がずっと続き ますけれども 、PS310 という株だ けがVVのキャ ラクタ
ーを示しまして、 それ以外のス クレイピーは 人で言えばタ イプ１のほ うに非常に似 ている
というのが、ここ には出してお りませんけれ ども、本文中 のウエスタ ンブロットと かでも
ずっとキャラクタライズがなされているものです。
次のページのTab le４ですけれ ども、これ は、今までTg1 29のライン でずっと実験 してい
ましたけれども、 トランスジェ ニックのライ ンというのは 、ラインの 影響というの を常に
考慮しなくてはな らなくて、ラ インの影響で このようなこ とが出たの ではないかと いうこ
とを拭うために、Tg 650というラ インも使って あわせて実験 をしているの が、このTabl e４、
それから下のウエスタンと病理の図になります。
このTg650を使っ て見るべきと ころという か、おも しろいのは 、PS21 というのが今 まで発
症しているものな のですが、これはp assage１の ところで８例 中１例出てい ます。ただ、出
ていますけれども、このインキュ ベーション タイムを見て いただきます と926日と非 常に長
い期間インキュベ ーションされ た後に生きて いる。そうで あるので、 このプリオン が特異
的に926日生きてか なり強くなっ ているもの であるから、p assage２で は全例発症と いう状
態になっていると考えられています。
そ れ か ら 、 O100 と い う 、 こ れ に 関 し ま し て も １ 例 発 症 し て い ま す け れ ど も 、 second
passageのところま で来ていると いうことで 、検討はこの ペーパーでは なされていま せん。
これらに関してP K耐性、ウエ スタンを見た ものなのです けれども、P S21、下の真 ん中の
ところの１、２、２、２、p assageの番号 ですね。それか らO100があ ります。ウエス タンの
パターンは基本的 に全てsCJD MM 1のバンドパ ターンに収束 してくると いうことが、 ここで
言われていることです。
これらのことか ら、この『 Nature Communicati ons』での 話は、今ま で伝達するこ とには
うまくいかなかっ たのですけれ ども、高発現 のマウスを使 うと伝達す ることが可能 で、あ
る意味、実験 的に無理や り伝達します と、こ れは人のsCJD のMM1とキャ ラクターが同 じよう
にアウトプットが 出てくるとい うのが、この 『Nature Com munications 』のペーパー です。
しかしながら、 これはいわゆ る実験的に無 理やり伝達し たような、 見るために見 る実験
をしたようなもの で、著者たち も、このこと でスクレイピ ーが人にう つるとか、そ れが直
接100％排除できる わけではあり ませんけれ ども、スポラ ディックのMM 1がスクレイ ピーの
感染だということに帰結することはできないという見解であります。
最後のペーパー が、１枚おめ くりいただき まして、12ペ ージです。 これはカニク イザル
にスクレイピーが うつったとい う『Scientific Reports』の 最近のペー パーでござい ます。
カニクイザルに うつした実験 なのですけれ ども、これは 先に次の次 のページのテ ーブル
を御覧ください。 行った実験の 一覧がこのテ ーブルにござ います。こ このテーブル ですけ
れども、左側の「P rion isolate 」のところ でクラシカル なBSEが２つ 、Ｌタイプが １つ、
スクレイピー、Nor 98とかCWD、 Ｈタイプが書 いてあります 。今回のペ ーパーは、こ のスク
レイピーというところになります。
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ちなみに、この 表なのですけ れども、右上 に小さい数字 が出ている のは彼らがや ったも
のではなくて、文献から引用してこの表の中に入れたものになります。
それから、Nor98から下 の87のところ でアスタリス クがついて いるもの 、これは脳 内接種
に加えまして、扁 桃にも打った ものとなって います。とも あれ、今回 のペーパーに 関して
は、スクレイピーに関しての実験です。
タイトルページ にお戻りいた だきますと、 カニクイザル で発症しま したと。この カニク
イザルというのは インキュベー ションタイム が９年で、最 後のほうに 彼らも言って います
けれども、スクレ イピーがその まま発症する には非常に長 い時間がか かるから、長 いスパ
ンで見たほうがい いということ は言っていま す。その発症 した後に安 楽死をさせて 、脳の
剖検をしたものが、左側の病理の図です。
一番左のパネル Ａ、これは全 体、側頭葉の ところからば さっと切っ たもので、ざ っくり
見まして、脳室が 拡大していて 、海馬が変形 している。こ れを染めた のは、いわゆ るクリ
ューバーバレラ染 色というもの で、白質を青 く染めて、灰 白質を白く 染めるという もので
染めています。
その下のＢです 。これは大脳 皮質のところ を見て、海綿 状脳症を弱 拡で見たもの で見ら
れまして、その右 側、パネルの 番号でＩにな りますけれど も、これを 見ますと、左 のＢと
同じ位置の領域の ところをもう 少し拡大した ものがＩにな ります。同 様に海綿状脳 症が見
られていて、その右側がコントロールになります。
左上、Ａの隣の Ｃに戻ります と、これは小 脳になります 。小脳でグ リオーシスが 見られ
て、その隣のＤは側頭葉の皮質で、ニューロフィラメントの抗体で染め たものです 。
その右側のＦがコントロールです。一目瞭然で神経の脱落が確認され ます。
それから、真ん 中のカラムの 左側、Ｆです 。これは視床 核の背内側 のところを染 めたも
ので、Ｆを拡大し たものがＧで す。これもグ リアを染めて いるものな のですけれど も、グ
リアがふえていて、Ｈはそのコントロールです。
最後に残りまし た一番右下の Ｋは、大脳基 底核の淡蒼球 のところを 鉄で染めてい ます。
鉄の蓄積というの はいわゆる神 経変性のマー カーのような 形で見られ ますので、こ れだけ
強く、病理のデータとしては結構きつく出ているというのがこの結果で す。
その右側のグラ フですけれど も、これは脳 のどこの部位 にどれだけ 蓄積されたか という
のをまとめたグラフになります。
次のページに参 ります。先ほ ど、病理の切 片でざっと見 たものを、S cだけをディ テクシ
ョンするために、 病理の切片を グアニジンで さっと洗って 、PK処理を して、3F4で染 めて、
DABの抗体でディテクションしたものです。
ちなみに、 この方法 でやりま すと、PrP Cとい うのはウ エスタン ブロット と同様に潰 れて
しまいますので 、このカ ラムでいけば 右下のＩのよ うにDABの茶 色は染まらな い。こ の条件
でカニクイザルのP rP S cを染めた のが、Ａから Ｈまでのパ ネルです。こ れはざっと見 ただけ
でも非常に強く染 まっています けれども、Ａ は後頭葉の皮 質を染めた もの、Ｂは前 頭葉を
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染めたもので、Ｃ はＢの拡大で す。それから 、Ｄは小脳の 細胞、シナ プスの集まっ ている
ところを染めたも の、Ｅは海馬 のアンモン角 のCA2のあた りが染まって いるというこ とで、
ＦはＥの拡大にな ります。Ｇは 大脳基底核の ところで線条 体と淡蒼球 が入っていて 、Ｈは
被殻のところになります。
部位はいろいろ ありますけれ ども、発症し たカニクイザ ルに関して は、脳全般的 にScの
蓄積がこれだけかなり強く見られるということになります。
最後のページで す。先ほどの 表の上のウエ スタンブロッ トですけれ ども、これは パター
ンをウエスタンで 見たものなの ですが、ここ で見るべきと ころは、要 は、これもい わゆる
MM1の型のウエスタ ンのパターン と似ている ということが 言えます 。といいま すのは 、下の
Saf-32のところで す。こ このオクタペ プチドリピー トのところ 、MM2の ほうだとここ は出て
こないのですけれ ども、１型の ほうだと出て きます。それ がこのサル の場合はディ テクシ
ョンされています。そ れから、上のSha-3 1のバンドの サイズで見た ときも、同じよう にMM1
のパターンになります。
というわけで、 このペーパー に関しまして は、非常に長 いインキュ ベーションタ イムを
経まして、１例こ のようなカニ クイザルが見 られたと。た だ、だから といって、直 接彼ら
も指摘しているの は、人にどう こうというの は今、変える 必要はない ということだ けれど
も、マネジメント するほうは長 いインキュベ ーションタイ ムというの を頭に入れて おいた
ほうがいいですよというコメントをしております。
以上で５報、人 にうつるとい うよりは、そ のようなデー タはござい ませんので、 ヒト型
のマウスでの実験のまとめになります。
以上でございます。
○村上座長

ありがとうございました。

スクレイピーに 関する最近の 科学的知見等 について、わ かりやすく 説明をいただ きまし
た。ただいまの御説明について、御質問や御意見をお願いいたします。
冒頭、WHO 、EFSAなどの 見解、つ まり、スク レイピーが人 獣共通感染 症である疫学 的な証
拠はないというよ うな今までの 知見をまとめ ていただきま した。また 、実験動物を 用いた
研究において、ス クレイピーの 経口投与によ り伝達が確認 された知見 は今のところ は報告
がなされていない ということ 。それか ら、ヒ トのPrPを発現 したトラン スジェニック マウス
にスクレイピーを 脳内接種する 実験において 、マウスにお いてスクレ イピーを伝達 する、
あるいは伝達しな い、いずれの 報告も見られ ているという こと。それ から、サルの 脳内接
種の実験において も伝達が見ら れているとい うこと。いろ いろな条件 はございます が、そ
れらの知見を踏ま えて、スクレ イピーの人へ の感染につい てどのよう に考えるか、 御議論
いただきたいと思います。
○八谷専門委員

すみません、１点、訂正させてください。

私が早口で飛ば してしまいま して、すみま せんでした。『Nature Com munications 』のと
ころの９枚目の資 料にお戻りく ださい。MF17 のナチュラル スクレイピ ーの株におい ては、
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MVのヘテロのとこ ろで６分の２、６ 分の３という first、secondの 状態がありま す。これら
に関しましても、 ここには載せ ていないので すけれども、 このペーパ ーのFigure３ のとこ
ろで、これも キャラクタ ライズするとM M1のタイプの プリオン 、sCJDと 同じパターン になる
というウエスタン ブロットのデ ータ等がござ いました。こ このところ を飛ばしてし まいま
したけれども、内容的には、全体的には差はございません。すみません 。
○村上座長

ありがとうございます。

今の補足も含めまして、御意見をお願いいたします。
資料２が今の実験データをまとめたものでございます。
○山本 専門 委員

こ れ ま で は 伝 達 性 が 認 め ら れ な か っ た と い う の が 、 今 度 『 N ature

Communications』 で新しくそう いう事実が出 てきたという ときには、 大きな違いと いうの
はマウスの違いな のか、それと も、second p assageまでや ったことで 出てきたとい う実験
手技的な違いでちゃんと見つかってきたということなのか、どうなので しょうか。
○八谷専門委員

これは多分、 高感度のマウ スを使ったか らディテク ションができ るよう

になったというの が考え方とし ては正しくて 、手技的に難 しかったと かいうことで はなく
て、Tg Met/Met 12 9のマ ウスが非常に 感度がよい ことが一番の 原因でござ います。逆 に言え
ば、そうやらないと見えないと思います。
○村上座長

いかがでしょうか。

一番最後のカニ クイザルのデ ータですけれ ども、９年後 というのは 寿命から考え るとど
のくらいになるのでしょうか。
○八谷専門委員
○村上座長

申しわけありません。カニクイザルの正確な寿命はわかりません 。

わかりました。また調べてみます。

ほかにございませんか。よろしいですか。
お願いします。
○水澤専門委員

この第１世代 では発症がな くて、第２世 代でという のは、発症は してい

ないけれども第１世代のサンプルを使ったということでしょうか。
○八谷専門委員

そうです。一 旦打ったもの の脳をもう一 回やってい るので、第１ 世代で

は出なかったけれ ども、同じも のを第２世代 に持っていく と出るとい うことは、多 分何か
しらプリオンが強くなったか、濃縮されたか、そういうことが起こって いると。
○水澤専門委員

発症はしてい なかったけれ ども、微量な ものは含ま れたという考 え方で

いいのですか。
○八谷専門委員

そうです。

○横山専門委員

そうだと思い ます。寿命の 間に臨床症状 は出さなか ったけれども 、それ

を伝達してみると、プリオンがそこに蓄積されていたということですね 。
○水澤専門委員

これは６分の ゼロとかと書 いてあるのは 、ゼロは臨 床症状だけで すか。

脳内に病変はあるのですか。
○八谷専門委員

ないです。
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○水澤専門委員

ないですね。ないものを使ってやったということなのですね。

○八谷専門委員

そうです。だ から、これを もうちょっと 簡単に見よ うと思ったら 、PMCA

でふやすみたいな。
○水澤専門委員

そういうこと をしなければ ということで すね。そう いうことの確 認はし

ていないのですね。
○八谷専門委員

していないで す。これは、 打ったものが 出なくて、 もう一回打っ ている

というだけの実験です。
○水澤専門委員
○村上座長

わかりました。

ほかにございませんか。

それでは、審議 を進めてまい りたいと思い ます。またご ざいました ら、御質問を お願い
いたします。
引き続いて 、めん羊及 び山羊におけ るBSEの人への 感染につい ての知見につ いて、横山専
門委員から御説明をお願いします。
○横山専門委員

それでは、資料３と資料４に基づいて説明をさせていただきます 。

ただいま八谷委 員からスクレ イピーの人へ のリスクとい うことでま とめていただ きまし
た。この資料では、BSEが変 異型クロイツ フェルト・ヤコブ 病を起こし たということ は周知
の事実ですけれど も、そのBSEがめん 羊、山羊に伝達し た場合の、人へ のリスクを実 験的に
検証した結果をこの資料でまとめてあります。
先ほどと同じで 、ヒト型のト ランスジェニ ックマウスへ の伝達試験 を指標にして 人への
リスクを評価するという実験が主となります。
６行目に書いて ありますけれ ども、ヒトで は変異型クロ イツフェル ト・ヤコブ病 に対し
て129番目のアミノ 酸多型が、メ チオニンまた はバリンが感 染性に影響 するというこ とがわ
かっていますので 、多くの実験 で、このMM型 またはVV型と いうマウス を使って評価 が行わ
れています。
10行目にござい ますように、こ れまでに山 羊でBSEに感染 したと考え られる野外症 例が２
例報告されていま す。そのほかに BSE感染牛の 脳乳剤の経口 投与または 脳内接種によ る感染
実験で、BSEがめん羊、山羊へ伝達するということも確認されています 。
これ以降、「BSE 」と記載して ある部分は牛 のことを指し 示し、「ヒツ ジBSE」また は「ヤ
ギBSE」とい うものを 、BSEを伝達 した羊また はBSEを伝達し た山羊とい う形で区別し て表記
いたしました。
BSEに感染しため ん羊または山 羊の脳乳剤 を、ヒトPrPを 発現するト ランスジェニ ックマ
ウスに脳内接種す ることにより 、ヒツジBSE またはヤギBSE の伝達が見 られたとの報 告があ
ります。また、ヒ ツジBSEプリオ ンまたはヤ ギBSEプリオン は、BSEプリ オンよりもヒ トPrP
を発現するトラン スジェニック マウスへの伝 達に対する種 間バリアが 低いというこ とも示
唆されています。な お、BSEに感染 しためん羊 または山羊の 脳乳剤により サルへのヒツ ジBSE
またはヤギBSEの伝達が見られたという報告は今のところございません 。
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EFSAは、疫 学的にBSE感 染が報告され ているのは山 羊の２例の みで、めん羊では報 告され
ていないというこ とを示してお ります。また 、ヒツジBSE プリオンへの ヒトの感受性 はBSE
プリオンよりも高 いということ が示唆されて おり、公衆衛 生上留意す る必要がある という
こともコメントしています。
具体的に「トラ ンスジェニッ クマウスを用 いたヒツジ又 はヤギBSEプ リオンの感染 実験」
ということで、資料の2 7行目からに なりますけれ ども、まず、３種類の メチオニン/ メチオ
ニン、メチオニン/ バリン、バリ ン/バリンの トランスジェ ニックマウ ス、これはノ ックイ
ンマウスという通 常レベルのプ リオンたん白 質の発現量の マウスとな ります。この マウス
にヒツジBSEを脳内 接種しますと 、２ペ ージ目 、MM型のマウ スの１匹の視 床にわずかな PrP S c
の蓄積が認められ ています。同 じ羊の脳乳剤 を、別な新た に調整した 脳乳剤を同じ ３種類
のマウスに接種し て確認したと ころ、MM型の マウスでは23 分の16でPrP S cの蓄積が認 められ
たということです。
ちなみに、この同じ３ 種類のトラン スジェニック マウスにBSE を接種したと ころ、伝達が
成立しなかったと いうことが別 な報告となっ ております 。すなわ ち、BS Eを直接この マウス
に接種し ても発症 またはP rP S cの 蓄積は認 められ ません が、ヒ ツジBSE の場合に はMM型 のマ
ウスでPrP Scの蓄積が確認されるということになります。
11行目から 、これは次 の別な実験で すけれども 、BSE感染 牛の脳組織 を経口投与し て実験
感染させためん羊 の脳乳剤をMM マウスに脳内 接種したとこ ろ、今度は 臨床症状、そ れから
PrP Scの蓄積は認められなかったという報告もあります。
15行目からまた 別の実験とな りますけれど も、今度はヒ トPrPを過剰 発現するトラ ンスジ
ェニックマウスで す。tg650とtg 340はこれま で述べてきた MM型のマウ スになります 。この
２つの系統のマウ スにヒツジBSE 、ヤギBSEを 伝達しました 。tg650は21 匹中３匹、tg 340は
15分の１で伝達が成立したという報告となっています。
それから、BSE実 験感染めん羊 の脳乳剤を 接種すると、 それぞれ10/1 1及び４/６、 BSE実
験感染山羊又はBSE 野外発生山羊 の脳乳剤を 接種した場合 、それ ぞれ11/11 、６/７で 伝達が
成立しています。
さ らに 、BSE 実 験感 染め ん羊 のヒ ツ ジBSE の脳 乳剤 をマ ウ スに 継代 接種 する と 感染 率は
100％とな り、マ ウスの 脳にはvCJ Dのと きと同様 に、プ ラーク 様PrP S c が認めら れると いう
ことが報告されています。
最後の実験とな りますけれど も、26行目か ら、ヒツジBS Eの１％脳乳 剤を、ヒトPr Pを過
剰発現するトラン スジェニック マウス、これ もまた系統の 異なるMM型 、VV型のマウ スとな
りますけれども、 そのマウスに 接種を行った ところ、今度 の場合には いずれにも伝 達が認
められなかったと の報告です。め ん羊で継代 した２代目の ヒツジBSEの 脳乳剤をこれ らのト
ランスジェニック マウスに接種 したところ 、MM型の マウスでは１ /19に伝達が 認められ 、VV
型のマウスでは17匹に伝達は認められなかったという実験結果となって います。
ヒツジBSE及びヤ ギBSEを用い たヒトへのリ スク評価に資 する実験の 概要は以上の とおり
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です。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの御説明について、質問、御意見をお願いいたします。
牛のBSEは人に伝 達する可能性 のある人獣 共通感染症で あるというこ と。周知のこ とと思
いますが、牛 のBSEはめん 羊及び山羊へ の経口感染ま たは脳内接 種によって伝 達する 。資料
３の表現を使えば 、ヒツ ジ及びヤギBSE は、ヒ ト型トランス ジェニック マウスに伝達 すると
いうこと。それから、ヒツ ジ及びヤギBSE は、ヒトへの健康 影響が示唆 されるという ことで
ありますが、このような見解でよろしいでしょうか。
お願いします。
○熊谷委員

質問を１つさせてください。

２ ペー ジの2 0行 目 「BSE 実験 感染 山 羊又 はBSE 野外 発生 山 羊の 脳乳 剤を 接種 し た場 合、
tg650及びtg340マ ウスへの感染 率は11/11及 び6/7」とあり ますけれど も、この実験 感染山
羊または野外発生山羊は取りまぜているということなのでしょうか。
○横山専門委員

資料４を見て いただくと、 きれいに分類 して書かれ ているのです が、そ

の４、５行目 に記載して ありますけれ ども、野外発生の山 羊を５匹のtg 650に接種し ていま
す。それから、実験感染の場 合には６匹で す。これは100％、６/６、５ /５でそれぞ れ発症
していますので、全体で11/11ということになります。
それから、tg340のほう は野外発生の み実験報告が あって 、７頭接種 したうちの６ 頭が陽
性です。いずれも 非常に高率に 伝達が成立し ているという ことがここ の実験の骨子 になる
かと思います。
○熊谷委員

わかりました。

○村上座長

先ほ どと同様に、資 料４にめん 羊及び山羊のB SEに関する 感染実験の結 果をま

とめてございます。こちらも御覧いただきたいと思います。
お願いします。
○水澤専門委員

この資料４の 一覧表を拝見 して、大きく 分けて４つ の実験があっ て、２

番目の実験はかな り高率で、最 初のと３番目 、４番目のも のは非常に 効率が悪い、 あるい
は感染が成立しな かったという ことなのです が、何かそれ をうまく説 明することは できる
のでしょうか。
○横山専門委員

１つは、１番目 と一番下の 実験はPrPの発 現量が野生 型マウスと同 レベル、

１コピー であ るとい うこと です。 一番 上の実 験は１/ 20で 陽性で す。一 番下の 場合 は0/12
で、評価にはｎの数がある程度必要な可能性があるかもしれません。
２番目の実験、 ３番目の実験 は、過剰発現 したマウスで あるという ことで、その マウス
の伝達効率が、これらの実験結果の違いになっている可能性はあるかも しれません 。

○水澤専門委員

わかりました 。いずれにせ よ、１頭でも あればそれ は感染すると いうこ

とだと思いますの で、条件を変 えるとそれは 効率が上がっ てくるとい う理解でいい かと思
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います。ありがとうございました。
○横山専門委員

先ほど八谷委 員に紹介して いただいたス クレイピー の結果から比 べると、

やはり格段に伝達効率がいいということは間違いないかと思います。
お願いします。
○筒井専門委員

質問させてください。

資料４の表の一 番上のところ 、これは経口 実験感染です ね。それで2 3分の16とい うこと
で結構高率に、これ はオーバーエ クスプレッ ションではな い普通のヒト 型のマウスで すね。
上のところが20分 の１で、下の ところが同じ HuMMで23分の 16と非常に 高率にうつっ ている
のですけれども、 これは何か理 由があったの でしょうか。 もしわかれ ば教えてくだ さい。
何か違いがあるのですか。
○横山専門委員

この理由はわかりませんでした。

○田中課長補佐

こちらの実験 については 、表題の すぐ下に「表

ヒト PrPを発現す るトラ

ンスジェニックマ ウスを用いた 感染実験（脳内接 種）」とありまし て、マウスは全て 脳内接
種をしております 。この 実験感染とい うのは 、めん羊に経 口でBSEが伝 達したという 意味の
経口ですので、マウスへ経口でというわけではございません。補足にな ります。
○筒井専門委員
○村上座長

わかりました。

ほかにございませんか。

○横山専門委員

先ほどの筒井 委員の質問に 、この論文の 中で、同じ めん羊の異な る部位

からサンプルを調 製したと書か れていました ので、めん羊 の脳の部位 による蓄積量 の違い
かもしれません。
○村上座長

よろしいですか。

それでは、審議を続けてまいりたいと思います。ありがとうございま した。
本日、起草委員 の先生方で評 価書の骨子案 、参考資料２ を御覧くだ さい。一番最 後から
３枚目です。
「Ⅱ．評価 に向けた経緯」のところを、そ して特に「１．めん羊及び山 羊にお
けるプリオン病の 人への感染に ついて」、前 回の議論の中 でおおむねス クレイピーと BSEに
絞り込んだという ことでありま すが、本日の 議論を含めま して、めん 羊及び山羊に おける
プリオン病の人へ の感染と、そ して、評価対 象について、 評価書の素 案を検討して いただ
いているという状況でございます。
引き続いて審議 を進めてまい りたいと思い ますので、そ れでは、事 務局より資料 ５及び
資料６について説明をお願いします。
○田中課長補佐

それでは、資料５及び６について御説明させていただきます。

まず、先ほど座 長からも御説 明がございま したように、 参考資料２ を御覧いただ きたい
と思うのですけれ ども、こちらの評 価書（骨子案）、前回の 調査会で事 務局より御説 明させ
ていただきました、め ん羊及び山羊 のBSE対策の 見直しに係る 評価書（骨子案）とい うこと
になります。こち らのⅡ．の「 １．めん羊及 び山羊におけ るプリオン 病の人への感 染につ
いて」の下線部に つきましては 、前回の調査 会では「ヒト への感染リ スク」として いたの
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ですけれども、こ ちらを「人へ の感染につい て」という形 で修正させ ていただいて おりま
す。
この骨子案、今 、申し上げま したⅡ．の「 １．めん羊及 び山羊にお けるプリオン 病の人
への感染について 」と「２．評 価対象」につ きまして、素 案を資料５ 、６として、 起草委
員の先生方に御検討いただいたものになります。
まず、資料５を 御覧いただけ ればと思いま す。こちらは 、めん羊及 び山羊におけ るプリ
オン病の人への感 染について取 りまとめたも のになります 。めん羊及 び山羊におけ るプリ
オン病として、現時 点までに野外 で発生が確 認されている のはスクレイ ピーとBSEで あると
いうことで、食品 安全委員会プ リオン専門調 査会では、め ん羊及び山 羊におけるス クレイ
ピーとBSEについて、以下に知見を整理したと最初に記載されておりま す。
項目立てといた しましては、 スクレイピー とBSE、それ ぞれにつきま して「背景」「感染
実験による知見」「 疫学的知見」「スクレイピ ーの人への感 染に係る知 見のまとめ」 という
整理となっております。まず、スクレイピーについて御説明いたします 。
８行目から「（１）背景」がございます。
９行目から 、スクレイ ピーはめん羊 及び山羊に神 経変性を起こ す疾病であり 、250 年以上
前から欧州、アジ ア及び北米等 、多くの国々 のめん羊及び 山羊に発生 が報告されて いる。
疾病の特徴として は、主に感染 動物の分娩時 の体液や組織 を介して容 易に群内の幼 畜へ伝
達するが、成畜へは伝達しにくいとされていると記載されております。
次からは、先ほ ど八谷専門委 員の御説明に もございまし たとおり、O IE、WHOの見 解がこ
ちらに掲載されて おります 。OIEでは 、スクレ イピーは人の 健康に影響 を及ぼすとは 考えら
れていないとして おり、W HOでは 、めん羊のス クレイピーに よるリスク は確認されて いない
としている。
17行目以下にな りまして、こちら はEUと米国、カナ ダのスクレイ ピー、TSEのサー ベイラ
ンスデータについ て記載されて おります。こ れは前回、厚 労省から説 明のあった内 容にな
ります。
また、24行目から 日本における TSEのサーベ イランスの状 況について 記載されてお ります。
25行目になります けれども、日 本では、平成 17年10月から は12か月齢 以上のめん羊 及び山
羊を対象とした検 査を実施して おり、こちら はと畜場の検 査になりま すけれども、 と畜場
におけるサーベイ ランス結果は 全て陰性とな っております 。また、平 成15年からは 、農場
で死亡しためん羊 を対象とした サーベイラン スも実施して おり、これ により６頭の めん羊
にスクレイピーの 発生が確認さ れた。したが って、平成15 年のサーベ イランス開始 前に発
生が確認されてい た59頭のめん 羊とあわせて 、これまで65 頭のめん羊 にスクレイピ ーが確
認されている。こちらは先ほど事務局から説明をした参考資料４の内容 になります 。
次に、33行目か らになります けれども、こ ちらは非定型 スクレイピ ーについて概 要を記
載されております 。なお、1998 年にノルウェ ーのめん羊で 、それまで 確認されたス クレイ
ピーとはウエスタ ンブロットの バンドパター ンが異なる非 定型スクレ イピーが確認 された。
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その後、EU各 国や、これまでTSE 清浄国とされ てきたニュー ジーランド 及びオースト ラリア
でも非定型スクレイピーが確認されている状況となっております。
しかしながら、OIEで は、非定型スクレ イピーの臨床 症状、病理学的、生化学 的、疫学的
特徴が従来型スク レイピーと異 なっており、 伝達性ではな いこと、老 齢のめん羊に 自然発
生することが示唆されていることから、OIEのスクレイピーの章からは 除外している 。
６行目からはEU の状況になり ますけれども、EU では、めん羊及び 山羊のSRM除 去や、定型
スクレイピーに耐 性のある遺伝 子型（A RR/ARR ）のめん羊の 導入の推進 などの対策を 講じて
きております。ま た、先ほど説 明いたしまし たように、20 02年から、 アクティブサ ーベイ
ランスが実施され 、2012年まで のサーベイラ ンス結果にお いて、定型 スクレイピー の発生
が確認されていたE U17か国のう ち６か国で統 計的に有意な 発生頭数の 減少が認めら れてい
るとされております。
このARR/ARRとい った遺伝子型 につきまし ては、注釈３ に記載がござ います。ヒツ ジPrP
にはアミノ酸多型 が複数存在す るということ で、このアミ ノ酸多型と スクレイピー 感受性
についていろいろ 研究が進んで いるというこ とで、こうい った定型ス クレイピーに 耐性の
ある遺伝子型のめん羊の導入などをEUでは進めている状況になっている ということ です。
３ページ目に行 きまして、次に「（２）感染実 験による知見」と いうことで、こち らは先
ほど八谷専門委員 に御説明いた だいた実験の 内容について 文章に落と し込んだもの になり
ます。
２行目からにな りますけれど も、ヒトPrPを 発現するトラ ンスジェニ ックマウスや サルへ
の経口投与による スクレイピー の伝達が見ら れたという報 告はないため 、以下 に、ヒ トPrP
を発現するトラン スジェニック マウスやサル への脳内接種 による感染 実験の知見を 整理し
たということで、 先ほど八谷専 門委員から御 説明いただい たトランス ジェニックマ ウスの
実験内 容を① に４ 本入れ てお りま す。Plinst on、Wi lson、 Wadsworth 、そ して26 行目 から
Cassard、こ れが過剰発現 するトランス ジェニックマ ウスで調べ たところ 、１世代目 のマウ
スに臨床症状は認 められなかっ たけれども、２世代目のマ ウスについて PrPが認めら れたと
いう実験になります。
実験内容は４ペ ージ目に記載 されておりま すけれども 、２行目 から、ヒトPrPを過 剰発現
する３種類のトラ ンスジェニッ クマウスに脳 内接種して、 臨床所見等 でスクレイピ ーの伝
達の有無を調べた 。その結果、 １世代目のマ ウスに臨床症 状は認めら れなかったも のの、
１症例（ARQ/ ARQ）の脳乳剤を接 種したトラン スジェニック マウス６匹 のうち２匹の 脳内に
ウエスタンブロッ トによりわず かにPrP Scが 認められ、PrP Sc陽 性とされた。なお、同 じトラ
ンスジェニックマ ウスへの継代 では、６匹中 ３匹に臨床症 状が認められ 、PrP S c陽性 であっ
た。その下もさらに実験内容について記載されております。
また、21行目か らがサルを用 いた感染実験 ということで 、先ほど八 谷専門委員か ら御説
明のありましたカ ニクイザルの 実験のほかに 、EFSAで記載 がございま したコモンマ ーモセ
ットにスクレイピ ーの野外発生 めん羊から調 製した脳乳剤 を脳内接種 したところ、 臨床症
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状が認められて空胞変性等が見られたという知見についても記載されて おります。
また、28行目か らが、先ほど 御説明のあり ましたカニク イザルに定 型スクレイピ ーから
調製した脳乳剤の脳内接種を行った実験の内容について記載をされてお ります。
５ページ目に行 きまして、実 験の内容を記 載されており ます。５行 目で、非定型 スクレ
イピーについても こちらの実験 で接種してお りますけれど も、接種後8 7か月の時点 では、
非定型スクレイピ ーを脳内接種 したカニクイ ザルに臨床症 状は認めら れていないと いうこ
とでございます。
次に、９行目から「（３）疫学 的知見」というこ とで、人のTSEで あるクロイツ フェルト ・
ヤコブ病とスクレ イピーの関連 性についての 報告について 、こちらに 幾つか取りま とめら
れております。
12行目からにな りますけれど も、こちらは オーストラリ アとニュー ジーランドに つきま
して、めん羊 のスクレイ ピーは確認さ れていないの ですが 、CJDの１年 間の発症率は それぞ
れ100万人当たり0. 75人及び0.88 人であり、世 界各地の発症 率と同等で あったという 報告が
ございます。
また、16行目か らキプロスの 報告がござい ますけれども 、1995年か ら2004年にか けて10
年間におけるキプ ロスでのCJDに よる死亡を 調査した結果 、キプロスの CJD死亡率は 世界的
なCJD発症率（100 万人当たり0.5 ～1.5人）と 同様（100万 人当たり0.7 人）であった との報
告もございます。
また、20行目か らアイスラン ドの報告にな りますけれど も、1960年 から2000年ま での40
年間におけるアイ スランドでのC JDの発症を 調査した結果 、これまで住 民が130年間 にわた
ってスクレイピー に暴露されて きた背景があ るものの、CJD 発症率は他 のEUの18カ国 の発症
率の半分以下であったとしているとの報告がございます。
25行目からにな りますけれど も、以上のこ とから、EFSA は2011年に 公表した科学 的意見
書において、定型 スクレイピー の発生が確認 されていない オーストラ リアやニュー ジーラ
ンド、めん羊及び 山羊のスクレ イピーの有病 率が他のEU諸 国に比べ高 いキプロス、 そして
長年にわ たり スクレ イピー にばく 露され てき たアイ スラン ドにお けるCJ Dの死 亡率ま たは
発症率の知見から、スクレイピー とCJDの発症 率と地理的分 布は一致し ないとしてお ります。
最後、32行目か らまとめにな りますけれど も、まず、ス クレイピー プリオンの人 への感
染について、脳内接種に よる感染実験 の結果 、ヒトPrPを過 剰発現する トランスジェ ニック
マウス及びサルへ のスクレイピ ーの伝達が示 唆されている 。脳における PrPの発現レ ベルが
マウスと 同等 のレベ ルでヒ トPrPを 発現 するト ランス ジェニ ックマ ウス への伝 達が見 られ
たとの報告はない 。さら に、ヒト PrPを発現す るトランスジ ェニックマ ウス又はサル への経
口投与においてもスクレイピー伝達が見られたとの報告はない。
４行目になりま して、疫学的には 、スクレ イピーは250年 以上前から めん羊や山羊 に確認
されている疾病で あるが、スク レイピーによ る人への健康 影響を示唆 する疫学的知 見はこ
れまで確認されていないとのまとめとなっております。
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次に、８行目に 行きまして、 今度は「めん 羊及び山羊に おけるＢＳ Ｅについて」 という
ことで、こちらも 同じ項目で「（ １）背景」 としまして、B SEについて 背景が整理さ れてお
ります。
まず、BSEは、1986年にイ ギリスの牛で 確認された疾 病で、食品を介 して人に伝達 する可
能性のある人獣共通感染症と考えられている。
13行目からは、牛のBSEの発生状況について記載されております。
21行目からにな りますけれど も、BSEの流 行時には、め ん羊及び山羊 もBSEプリオ ンに汚
染された肉骨粉に ばく露されて きたため、め ん羊及び山羊 にBSEが伝達 された可能性 がある。
めん羊及び山羊に おけるBSEの存 在を確認す るため、フラ ンス及びイギ リスでTSE陽 性と診
断された検体の遡 り検査が行わ れ、山 羊の２検体がB SEと診断さ れた。野外における めん羊
または山羊のBSE感 染例は、世界 的にこの山 羊の２例のみ であり、めん 羊へのBSE感 染は確
認されていないという背景が記載されております。
「（２）感 染実験による 知見」に なりますけれ ども、先ほ ど横山委員 に実験結果に ついて
御説明いただきま したけれども 、参考資料２ の骨子案のほ うに記載も ございますよ うに、
BSEプリオンの感染 実験等に関す る科学的知 見については、この骨子案 の中で後の項 目でき
ちんと整理する予 定とされてお りますので、 この中には一 つ一つの個 別の細かい実 験内容
は記載されていな いところです 。大まかな概 要だけ、感染 実験による 知見について 記載さ
れております。
先ほどの資料３ にございまし たように 、37行目か らになります けれども 、BSE感染 牛の脳
乳剤を用いためん 羊及び山羊へ の経口投与に おいて、めん 羊及び山羊へ のBSEの伝達 が見ら
れたとの報告があ る。BSEに感染 しためん羊 または山羊の 脳乳剤を用い た、ヒトPrP を発現
するトランスジェ ニックマウス への脳内接種 において、ヒ ツジBSEまた はヤギBSEの 伝達が
見られたとの報告 がある 。なお、BSEに感染し ためん羊また は山羊の脳 乳剤によるサ ルへの
ヒツジBSEまたはヤギBSEの伝達が見られたとの報告はないと記載されて おります。
「（３）疫 学的知見」になります けれども、こちらは過去 の評価書の 記載が掲載さ れてお
ります。1996年には 、WHO等におい てBSEの人へ の感染が指摘 され、人のTS Eの一つであ るvCJD
は、BSE感染牛から 食品を介して 人に伝達する 可能性のある 人獣共通感 染症と考えら れてお
ります。
（４）が知見のまとめにな りますけれど も、13行目から、BSEは、食 品を介して人 に伝達
する可能性のある人獣共通感染症と考えられている。
山羊ではBSEの野 外発生が２例 報告されて いるが、めん 羊ではBSEの 野外発生の報 告はな
い。一方、実験的 にはBSE感染牛 の脳乳剤に よるめん羊及 び山羊へのBS Eの伝達が見 られた
との報告がある。
また、BSEに感染 しためん羊又 は山羊の脳 乳剤を、ヒトP rPを過剰発 現するトラン スジェ
ニックマウスへ脳 内接種するこ とにより、ヒ ツジ及びヤギB SEの伝達が 見られたとの 報告が
ある。さらに、脳 におけるPrPの 発現レベル がマウスと同 等のレベルで ヒトPrPを発 現する
22

トランスジェニッ クマウスへの 脳内接種にお いても、ヒツ ジBSEの伝達 が見られたと の報告
がある。
これらのことか ら、め ん羊及び山羊 におけるBSEは 、人へ の健康影響 の可能性が示 唆され
ると記載されております。
引き続きまして 、評価対象の 素案について 御説明させて いただきま す。資料６を 御覧い
ただければと思い ます。こちら は評価対象の 考え方につい て素案をま とめていただ いたも
のになります。
まず、めん羊及び山 羊のBSE対策の 見直しが厚 労省から諮問 された旨、また、これ を踏ま
えて食品安全委員 会プリオン専 門調査会は、 めん羊及び山 羊における プリオン病の 人への
感染について検討した。
９行目からにな りますけれど も、現時点ま でに、野外で 確認されて いるめん羊及 び山羊
のプリオン病は 、スクレ イピー及びBSE である 。めん羊及び 山羊におけ るこれらの疾 患の感
染実験の知見及び 疫学的知見を まとめると以 下のとおりで あるといた しまして、13 行目か
らになりますけれ ども、スクレイピー に関する実験 では、ヒトPrPを発 現するトラン スジェ
ニックマウスやサ ルを用いた研 究において、 脳内接種では スクレイピ ーの伝達が見 られた
との報告、伝達が 見られなかっ たとの報告、 いずれの報告 もある。一 方、経口投与 でスク
レイピーの伝達が見られたという報告はない。
疫学的知見では 、これまで数 世紀の間、ス クレイピーは めん羊及び 山羊で発生し てきた
が人への健康影響を示唆する報告はない。
BSEに関する実験 では、BSE感 染牛の脳乳剤 を用いためん 羊及び山羊 への経口投与 におい
て、BSEの伝達が見 られたとの報 告がある。 また、BSEに感 染しためん 羊または山羊 の脳乳
剤を用いた、ヒトP rPを発現する トランスジ ェニックマウ スへの脳内接 種において、 BSEの
伝達が見られたとの報告もある。
さらに、山羊で はBSEの野外発 生が２例報 告されていま す。なお、牛 のBSEは食品 を介し
て人に伝達する可能性のある人獣共通感染症と考えられている。
以上を総合的に 考慮し、食品 安全委員会プ リオン専門調 査会は、現 時点では、め ん羊及
び山羊の肉及び内 臓等の摂取に 由来するスク レイピープリ オンによる 人の健康への 影響は
考えがたいと判断 した。このた め、食品安全 委員会プリオ ン専門調査 会における評 価対象
は、人への健康影響 の可能性が示 唆されてい るめん羊及び 山羊における BSEとするこ ととし
た。
資料の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。

それでは、資 料５及び６に ついては 、参考資料２ のⅡ．
「１ ．めん羊 及び山羊にお けるプ
リオン病の人への 感染について」「２．評価 対象について」、いずれも 起草委員の先 生方に
整理いただきました素案でございます。
先ほど 御議 論いた だきま したス クレイ ピー 及びBSE の人へ の伝達 につ いての 知見も 踏ま
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え、特に評価対象 の考え方につ いて御議論い ただきたいと 思います。 よろしくお願 いしま
す。
資料５につきま しては、参考 資料２の「Ⅱ ．評価に向け た経緯」の 「１．めん羊 及び山
羊におけるプリオ ン病の人への 感染について 」の素案でご ざいますが 、その項目立 て。つ
まり、スクレイピー、BSEごと に背景、感染実験 による知見、疫学 的な知見、知見の まとめ
という項目立てで よろしいでし ょうかという こと。それか ら、記載内 容について追 記する
必要がある知見、 あるいは情報 があるかどう かということ 。それから 、記載内容や 記載ぶ
りについて修正があれば御指摘いただきたいということでございます。
まず、資料５についてお願いいたします。
○八谷専門委員

資料５の５ペ ージ目の疫学 的知見のとこ ろなのです が、全体の考 え方を

変えるものではな いのですけれ ども、16行目 のキプロスの 論文です。 確かにこのデ ータ、
このペーパーに直 接当たります と、発症率で 割るとこの数 字は出るの ですけれども 、実際
この10年間のsCJD で診断ができ たのは５名と 。５名のうち 剖検したの が２名しかな い。か
つ、その診断の方法はE EGと14-3-3を 見ただけと いうことしか なく、この国の事 情で、国の
半分が北と南に全 く分かれてい て、半分の国 のほうは検討 できないと いうことから 、彼ら
も正確な統計的な 数字は実は出 せないけれど も、たしかキ プロスは南 のほうだけEU に入っ
ているはずで、EU の指摘があっ たところに関 しては、こう いうサーベ イランスの体 制をつ
くりましたという ペーパーであ ったので、そ の辺のところ は念頭に置 いておいたほ うが。
割合は事実ではあ るのですけれ ども、５例中 かつ２例の剖 検しかなく 、それだけの 診断と
いうのは、ちょっと頭の隅にあったほうがいいかと思います。
○村上座長

ありがとうございます。

今、キプロスの データについ ての御指摘が ございました 。ほかにご ざいませんか 。よろ
しいですか。
それでは、資料 ６についてで す。御議論い ただきたいと 思います。 資料６は、ス クレイ
ピーに関する実験 では、ヒトPrP を発現するト ランスジェニ ックマウス やサルを用い た研究
において、経口投 与でスクレイ ピーの伝達が 見られたとい う報告はな い。一方、脳 内接種
ではスクレイピー が伝達したと いう報告、あ るいは伝達が 見られなか ったというい ずれの
報告もございます 。これまで数 世紀の間、ス クレイピーは めん羊及び 山羊で発生し てまい
りましたが、人 への健康影 響を示唆する 疫学的知見は ありません 。BSEについ ては、ヒ トPrP
を発現するトラン スジェニック マウスの脳内 接種において 、BSEの伝達 が見られたと の報告
があります。
これらを総合的 に考慮します と、スクレイ ピープリオン が人に伝達 する可能性は 否定で
きませんが、現時 点では、スク レイピーの人 への健康影響 は考えがた いと判断して よろし
いでしょうかということ。
したがいまして 、評価対象と しては、人へ の健康影響が 示唆される めん羊及び山 羊にお
けるBSEということでよろしいでしょうか。御議論をお願いいたします 。
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○水澤専門委員

私はよろしい のではないか と思います。 一番最初の ときに、何回 ぐらい

前だったか、スク レイピーにつ いても一回調 べ直してみて ということ を申し上げた のです
けれども、よく調 べていただい て、非常によ くわかりまし た。結論と してはこれで よろし
いのではないかと私は思いました。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにございませんか。よろしいですか。
そうしましたら 、先ほどの御 指摘も念頭に 置きながら、 結論につい ては合意が得 られた
と思いますので、 プリオン専門 調査会として は、厚生労働 省から諮問 された、めん 羊及び
山羊のBSE対策に係 る食品健康影 響評価の評 価対象は、BSE として評価 を進めていく という
ことでよろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

今後、素案につ きましては、 ただいまいた だきました御 指摘等を踏 まえまして、 起草委
員の先生方に再度 御検討いただ き、必要な修 正を行った上 で、評価書 のたたき台と して作
成したいと思います。
それでは、次回につきま しては 、主に評価書（骨子 案）の「Ⅰ ．背景 」及びⅡ ．の「３．
本評価の考え方」につ いての御議論 をいただきた いと思います 。
「本評価の考え 方」につき
ましては、基 本的に牛のB SEの評価の考 え方を踏まえ 、起草 委員の先生 方に次回まで に御検
討いただきたいと 思いますので 、起草委員の 先生方には、 またどうぞ よろしくお願 いいた
します。
予定されておりまし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。

それ では、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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