食品安全委員会プリオン 専門調査会
第96回会合議事録

１．日時

平成27年11月13日（金）

14:00～16:18

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）飼料用ゼ ラチン及びコ ラーゲンに関 する規制の見 直しに係る 食品健康影響 評価に
ついて
（２）イタリア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
（３）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
（４）その他

４．出席者
（専門委員）
村上座長、筒井専門委員、堂浦専門委員、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）
佐藤委員長、熊谷委員
（説明者）
農林水産省

近藤課長補佐

（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

飼 料用 ゼラ チ ン及 びコ ラー ゲン に関 す る規 制の 見直 しに 係る 評価 の 考え
方

資料２

イタリア評価書（案）たたき台

資料３－１

めん羊及び山羊評価書 「Ⅴ．めん羊及び山羊の感染状況（更新版）」

資料３－２

めん羊及び山羊評価書 「Ⅵ．SRM及び食肉処理（案）」
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資料３－３

めん羊及び山羊評価書 「Ⅶ．食品健康影響評価（案）」

参考資料１

食 品健康影響評 価について「飼 料用ゼラチ ン及びコラー ゲンに関する 規制
の見直しに係る食品健康影響評価について」

参考資料２

食 品健康影響評 価について「イ タリアから 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」

参考資 料３

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４

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５

めん羊及び山羊評価書（案）たたき台

６．議事内容
○村上座長

若干 定刻まであり ますけれども 、おそろいな ので、ただ いまから第96 回「プ

リオン専門調査会」を開催いたします。
本日は10名の専門委員が御出席でございます。
欠席の専門委員 は門平専門委 員、水澤専門 委員、山田専 門委員、山 本専門委員の ４名で
ございます。
さらに食品安全委員会からは、佐藤委員長、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 6回プ
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

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10点で ございます 。
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 にファイルと 、一部につ いてはタブレ ットで
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 につきしま 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。
○村上座長

それ では、事務局 から平成15年 10月20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。
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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。

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 「イタリアか 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」に関 して、厚生労働省か ら諮問内容 及びイタリア におけるBSE 対策の経緯等 につい
て、事務局からイタリ アの出生年別 のBSE発生状 況について説 明が行われ、その 後、質疑応
答が行われました。
次いで、評価手 法及び今後の 審議の進め方 等について私 から提案を し、評価手法 につい
ては平成24年10月 の評価書と同 様とし、まず は諮問内容１ 及び２の規 制閾値が30か 月齢ま
での部分を審議することとなりました。
次に、諮問事項 「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 価について」 を御審議いた だき、評価書 案を取りま とめました。 評価書
案については、10 月27日の食品 安全委員会へ の報告を経て 、現在パブ リックコメン トの募
集が行われているところです。
さらに諮問事項「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」 を、起草委員 が検討の上、 現時点で得ら れている情 報を整理した 「Ⅴ．
めん羊及び山羊の 感染状況（案）」につい て事務局から 説明が行わ れ、追加の情報等 が得ら
れれば追記することとなりました。
それでは、議事 １を開始いた します。本件 は10月13日に 農林水産省 から飼料用ゼ ラチン
及びコラーゲンに 関する規制の 見直しに係る 食品健康影響 評価につい ての諮問があ り、10
月20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、農林水 産省の近藤課 長補佐から、 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。
○近藤課長補佐

農林水産省消 費・安全局畜 水産安全管理 課課長補佐の 近藤でござい ます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お手元の資料の 参考資料１が 今回の諮問の 評価の要請書 と、それに 続きますパワ ーポイ
ントの資料がセッ トになってお ります。本日 はこのパワー ポイントの 資料に沿って 諮問の
内容を御説明させていただきたいと思います。
パワーポイント の資料を１枚 おめくりくだ さい。初めに 、飼料にお けるゼラチン の利用
の実態について簡単に御説明させていただきます。
ゼラチンは、主 にビタミン剤 等の飼料添加 物の賦形剤と して利用さ れています。 具体的
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にはビタ ミンの補 給目的 でさま ざまな畜 種に利 用され るビタミ ンＡ、 ビタミ ンＤ ３、 ビタ
ミンＡＤ ３ などの ほかに 、発色 をよくす る等の 目的で 使われる カンタ キサン チン、ア スタ
キサンチン等に使 われておりま す。賦形剤以 外の用途とし ては、養魚 用飼料等のペ レット
を製造する際の粘結材として使われております。
一般的にゼラチ ンは、牛や豚 の皮や骨から 製造されてお ります。た だ、食品や化 粧品用
のゼラチンでは家 禽の皮、魚の 皮やうろこも 原料として利 用されてい るということ でござ
います。飼料用 ゼラチンに 関しましては 、現在 、国内で流通 しておりま す飼料用ゼラ チン、
あと、飼料添加物 に含まれるゼ ラチンも含め てなのですが 、こちらは 全て皮由来で あり、
そのほとんどが豚の皮由来となっております。
資料を１枚おめ くりください 。この図は一 般的なゼラチ ンの製造工 程をフローの 形で示
したものです。皮 につきまして はと畜場で牛 や豚がと畜さ れた後に皮 がはがされま して、
その皮が原皮とし て流通いたし ます。このう ちの牛の原皮 は、皮革業 者などにおい て石灰
漬等による脱毛が 行われた後に 表皮と真皮に 分割されて、 このうちの 真皮の部分が ゼラチ
ンやコラーゲンの原料となっております。
骨につきまして は、食肉処理 場から骨が出 まして、それ が骨処理施 設などに運ば れて粉
砕、脱脂までされ た粉砕骨ある いはさらに希 塩酸等による 脱灰処理ま で行われたオ セイン
といった中間原料 の形で流通し ております。 これらの原料 につきまし ては、その後 、希塩
酸や希硫酸に12～2 4時間程度漬 ける酸処理、 この図の中で 言う酸漬と 書いてあると ころに
なります。あるい は石灰液に20 日間から50日 間ほど漬ける アルカリ処 理が行われて おりま
す。ここまでがゼ ラチンの抽出 前の前処理の 工程になりま して、この 後、この図の 右側に
行っていただきま して、ゼラチ ンが抽出され てろ過、イオ ン交換、濃 縮等の精製過 程を経
て、高温殺菌、乾燥の後、製品として出荷されているというフローにな っておりま す。
次の資料をおめ くりください 。次に ゼラチンに関 するBSEのリ スクについて 、これ までの
知見を簡単にまとめて御説明いたします。
ゼラチンの原料 は皮や骨なの ですが、まず 皮そのものに つきまして は異常プリオ ンたん
白質が蓄積されな いとしており ます。想定さ れるのは表面 の汚染等です が、こちら万 が一、
表面の汚染があっ たとしても、 と畜段階での 洗浄に加えて 、脱毛等の 処理の工程で 汚染は
十分に除去されるものと考えております。
また、骨につきまし ても、骨そのもの にはBSEの感染 性はないと 考えられます が、皮と比
較いたしました場 合に、SRMであ る脊髄であっ たり背根神経 節が混入す るリスクを考 慮する
必要がございます 。この場合で もさきに申し 上げました脱 脂、酸また はアルカリ処 理、ろ
過、高温殺菌 といった製 造工程におい て、BSE の感染性が十 分低減する ことが報告さ れてお
ります。
これらを背景と いたしまして、現 在、国際基準であ るOIEコード におきまして は、皮由来
ゼラチンについて は無条件物品 とされており 、また、牛の 骨由来のゼ ラチンにつき まして
は無視できる国か らのもの、も しくは管理さ れたリスクの 国及び不明 なリスクの国 からの
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ものであって、全 月齢の頭蓋骨 及び30か月齢 超の脊柱を除 き、脱脂、 酸による脱灰 、酸ま
たはアルカリ処理 、ろ過 、138℃ 以上４秒間以 上の殺菌の全 ての工程ま たは高圧熱処 理など
の同等以上の効果のある処理を行ったものについて認めるとしておりま す。
次のページをお めくりくださ い。それでは 、現行の飼料 用ゼラチン に関する規制 がどの
ようになっている か、表で御説 明いたします 。まず現行の 規制では、 全てのほ乳動 物の皮
由来ゼラチン及び 頭蓋骨と脊柱 を除いた骨を 原料とするゼ ラチンにつ いて、その製 造工程
について事前の審 査、これを大 臣確認と呼ん でおりますが 、この大臣 確認を受けた 上で牛
などの反すう動物 を含む全て の家畜用飼 料に利用可能 としており ます。これを ○×表にい
たしますと、まず 原料となる動 物種につきま してですが、 ほ乳動物に 由来するもの につき
ましては全て利用 可能である一 方で、ほ乳動 物ではない家 禽や魚に由 来する原料は 利用で
きなくなっております。
次に、利用可能 な部位につき ましては皮と 骨がございま すが、皮の うち、めん羊 ・山羊
の頭部の皮につき ましては表の 下に※２と書 いてあります が、現在はSR Mとして処分 されて
おりますので利用 できなくなっ ております、 骨につきまし ては頭蓋骨 と脊柱を除く 骨が利
用可能となってい るのですが、 この除かなく てはならない 脊柱の範囲 には横突起や 尾椎等
も現在では含まれ ております。 この利用可能 な骨の範囲は 反すう動物 、非反すう動 物とも
に同じ範囲として おりますので 、結果的に豚 などの非反す う動物の頭 蓋骨や脊柱も 利用不
可となっています。
また、骨由来ゼ ラチンにつき ましては、表 の下の※３に ありますよ うに、脱脂処 理であ
る加圧洗浄、酸 による脱灰 、長期のア ルカリ処理 、ろ過、1 38℃で４秒 間の殺菌処理 を行う
こととしております。
この処理条件な のですが、先 ほどの説明で そのゼラチン の製造工程 には酸処理と アルカ
リ処理の２通りの 処理があると 申し上げたの ですが、いず れの処理を 行った場合で も十分
に感染価の低減が 図られるとい うことで、OIE コードではど ちらの処理 でもいいとさ れてい
るのですけれども 、現行の飼料 用ゼラチンの 規定では、こ の長期のア ルカリ処理の みを認
めていることになっております。
次の資料を御覧 ください 。これまで の話をまとめ ますと 、現行の規制 ではBSEの発 生リス
クに直接関係しな いと考えられ る非反すう動 物由来の頭蓋 骨や脊柱ある いは家禽、魚 の皮、
魚のうろこ等の魚 介由来原料の 利用を禁止し ているほか、 除去しなく てはならない 脊柱の
範囲にSRMではない 尾椎等が含ま れている一 方で、原料と して利用可能 な動物種とし ては、
反すう動物の種類 が特段限定さ れていないと いう状況にな っておりま す。また、さ きに触
れましたとおり、骨 由来ゼラチン の処理条件 がOIEコードや これから述 べます動物用 医薬品
原料における基準 とも異なって おり、リスク の程度に応じ た規制の見 直しが必要と 考えて
おります。
次のページを御 覧ください。 ここで飼料用 ゼラチンの今 回規制を見 直すこととし た背景
となった、本年７ 月の動物用生 物由来原料基 準の一部改正 について簡 単に触れさせ ていた
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だきます。見直し におきまして 動物用生物由 来原料として 使用可能な 反すう動物に つきま
しては、牛とめん 羊・山羊に限 定されており ます。これは 原料として の利用実態が 牛とめ
ん羊・山羊に限定 されていると いうことに加 えて、反すう 動物である シカにつきま しては
我が国では発生報 告がないもの の、プリオン病で あるシカの慢 性消耗性疾患（CW D）がある
ことについても考慮しての措置ということでございます。
また、動物用医 薬品原料とし て利用される ゼラチンにつ きましては 、骨由来ゼラ チンの
製造条件のうちの 長期のアルカ リ処理の部分 が、OIEコード と同様の酸 またはアルカ リ処理
のどちらでもいいという形で見直されています。
この見直しを受 けて、現在、 動物用医薬品 原料に使用可 能なゼラチ ンの要件とい たしま
しては、このスライドの中ほどから下に囲んで示してあるような条件と なっており ます。
次のページを御 覧ください 。これら の状況を踏ま えまして 、BSEの感 染リスクや動 物用医
薬品原料として利 用可能なゼラ チン原料の条 件を考慮した 上で、今般 この表のよう に規制
を見直すことを検 討しておりま す。具体的に は、まず利用 可能な動物 種といたしま して表
の一番右側になり ますが、家禽 と魚介類を追 加したいと考 えておりま す。一方で、 利用可
能な動物種といた しましては、 反すう動物は 牛、めん羊・ 山羊に限定 したいと考え ており
ます。この結果、 そもそも利用 実態はござい ませんが、シ カなどのそ の他の反すう 動物に
ついては利用不可となるという見直しになります。
次に、利用可能 な部位につき ましては、豚 などの非反す う動物由来 の頭蓋骨、脊 柱につ
いては利用可能と することを考 えております 。反すう動物 由来の骨に つきましては 、引き
続き頭蓋骨と脊柱 を除くことと いたしますが 、牛の脊柱に つきまして は除去しなく てはな
らない脊柱の範囲 から胸椎横突 起、腰椎横突 起、仙骨翼及び 尾椎を除く ことといたし ます。
この範囲は動物用医薬品原料のゼラチンの範囲と同様になります。
また、骨の処理条件 につきまして はOIEや、動物用医 薬品原料の 条件と同様に、ア ルカリ
処理の部分を酸ま たはアルカリ 処理に変更い たします。な お、これら の骨の処理条 件につ
きましては引き続 き非反すう動 物由来の骨、 反すう動物由 来の骨の両 方に適用する ことと
いたします。
次のページを御 覧ください。 最後に飼料用 ゼラチンに関 するリスク 管理措置につ いて、
この図で御説明させていただきます。図は原料やゼラチンの流れとなっ ています。
まず一番左側か らと畜場、食 鳥処理施設、 水産加工施設 などから出 た皮や骨、家 禽の残
渣、魚皮や魚鱗は そのまま、あ るいは中間原 料に加工され た形でゼラ チン等の原料 として
出荷されます。な お、この場合 の水産加工施 設から来る魚 由来の原料 といたしまし ては、
魚の部位の中でゼ ラチン質に富 んでいるのが 魚の皮やうろ こであると いうことで、 それ以
外のいわゆるあらなどの残渣の部分が原料として利用されることはない と考えてい ます。
飼料用ゼラチン を製造する事 業者は、利用 できない部位 が混入しな いように、原 料収集
先における分別管 理に関する契 約などを締結 し、必要に応 じてそれら の分別管理が 確実に
遵守されているこ とを原料収集 先に実際に行 って確認をす ることとな ります。この 確認時
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に必要に応じて地 方農政局が同 行し、原料収 集先における 管理の状況 を確認すると いうこ
とを考えています 。これがこの 図の上の地方 農政局から矢 印で調査と 書いてある部 分にな
ります。
また、ゼラチン 等の製造業者 につきまして は、必要な処 理工程がと られているこ と、あ
るいは利用可能な 原料以外の動 物由来たん白 質の製造ライ ンと分離さ れていること などを
事前に農林水産消 費安全技術セ ンター 、通称FAMICと 呼んでおり ますが 、こちらで確 認をす
る、すなわち大臣 確認の仕組み となりますが 、大臣確認を 受けている ことが必要と なって
います。
これは この 図のFAMI Cと書 いてあ るとこ ろか ら下に 矢印が 出てい る部 分の下 に大臣 確認
と囲みで書いてあ る部分になり ますが、これ らの工場につ きましてはFA MICが製造開 始前の
大臣確認に加えま して、定期的 に立入検査も 行って継続的 に遵守状況 を確認してい く仕組
みとなっております。
なお、輸入ゼラ チンに関しま しても同様に 輸入業者に対 して輸入の 開始前に製造 工程に
関する図面であっ たり、原料に関 する契約書 などを確認す ることによっ て大臣確認を 行い、
さらにロットごと に製造基準に 適合している ことに関する 輸出国政府 機関等が発行 した証
明書の添付を義務 づけておりま す。これらの リスク管理措 置は既に行 われているも のでご
ざいまして、引き 続きこれらの 措置を確実に 実施すること によって、 飼料用ゼラチ ンの安
全が確保されるものと考えております。
以上が今回の見直しの概要となります。
前に戻っていた だきまして最 初の評価要請 の文書の「１ ．これまで の経緯」に書 いてご
ざいますが、本見 直しに関しま しては食料・ 農業・農村政 策審議会家 畜衛生部会プ リオン
病小委員会に意見 をお伺いして、見直しによ るBSEのリスク は現在より も高くなるこ とはほ
とんどないか、無 視できるとの 見解をいただ いております 。さらに本 年８月に農業 資材審
議会に諮問したところ、見直しは適当であるとの答申をいただいており ます。
今後の進め方と いたしまして は３にありま すとおり、食 品安全委員 会の食品健康 影響評
価の結果を踏まえ まして、当省 においてパブ リックコメン トを実施し た上で必要な 省令改
正等の手続を行いたいと考えております。
評価要請内容の御説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいた します。
○村上座長

ありがとうございました。

農林水産省からの御説明に対して、御質問や御意見がありましたらお 願いいたし ます。
○中村（好）専門 委員

10ペー ジの見直し案 の※２なので すけれども 、ａ～ｅで処 理条件

が提示されていま すが、これはa ndでつなが るのですか、 それともorで つながるので すか。
○近藤課長補佐

お答えいたします。

ａ～ｅはandで全ての条件を満たしていることが条件となります。
○中村（好）専門委員
○村上座長

全て満たすということですか。ありがとうございます。

ほかにございませんか。
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○堂浦専門委員

同じところで すが、これに ついては既に 平成26年10 月の専門調査 会にお

いて評価されてい るところであ ると思うので すが、個人的 に確認させて いただきたい のは、
この変更を行うこ とによってプ リオンを十分 に滅菌できる 処置である というのは、 科学的
に何かエビデンスが十分あることなのでしょうか。
○近藤課長補佐

この感染価の 低減効果に関 しましては幾 つか論文も 出されており まして、

EFSAの評価書など におきまして も、いずれの 処理を行いま しても全て の工程を経る ことに
よって、およそ10 6程度の感 染価の低減が 図られるとい う報告もござ いますので、ど ちらの
処理を行っても適切な感染価の低減が行われるものと考えております。
○堂浦専門委員

今のお答えは 、長期間のア ルカリ処理を 酸またはア ルカリ処理に 変更し

た場合に変わらないというお答えでしょうか。
○近藤課長補佐

はい。酸また はアルカリ処 理と長期のア ルカリ処理 の差といたし まして

は、論 文に よって 多少 の差 はある ので すけれ ども 、そ の場合 であ って もトー タル では10 6
程度の感染価の低 減が見られる ということで 、例えば長期 のアルカリ 処理を酸また はアル
カリ処理 すること によっ て、こ れまで10 6程 度の感 染価の低 減があ ったも のが10 3程度 まで
下がるとか、そういったことではございません。
○堂浦専門委員

しつこくて申 しわけないで すが、わざわ ざ酸または アルカリ処理 に変更

とする背景には、どのように背景がありますか。
○近藤課長補佐

最初のスライ ドのフローの 中で、一般的 なゼラチン の製造工程と いうと

ころで水洗の図の 後に酸漬、石 灰漬と二股に 分かれており ます。この ゼラチンの製 造工程
に関しましては 、BSEの観 点でこの製造 工程が決めら れたという わけではなく 、そも そもこ
れが一般的なゼラ チンをつくる 上での昔から やられている 製造工程で あって、ゼラ チンの
原料や最終的な品 質等の関係で 、酸処理のほ うが適してい る場合、ア ルカリ処理が 適して
いる場合がありま すが、現在で はこれらの製 造工程を検証 したところ 、いずれの工 程でも
十分BSE の異常 プリオ ンの感 染価の 低減 効果が あると いう知 見が蓄 積し ている という こと
でございます。
昔のOIEのコード で定められて いたのが長 期のアルカリ 処理だけだっ たことから、飼料の
基準も当 時のOI Eコー ドの基 準に合 わせ た長期 のアル カリ処 理だけ を規 定して おりま した
ところ、その後、 長期のアルカ リ処理から酸 又はアルカリ 処理に変え ても問題はな いとい
うことでOIEコード が変わったの ですが、我が 国の飼料規制 ではこの点 については見 直しが
行われていませんでしたので、それを機に見直そうということでござい ます。
○堂浦専門委員

ありがとうご ざいます 。十分理解 できました 。旧OIE コードではこ れが長

期のアルカリ処理 となっていま して、それが 酸またはアル カリ処理に 変わったとい うとこ
ろの背景が少し私 のほうではよ くわかってい なかったとこ ろと、実際 にどれぐらい のエビ
デンスがそこで提 出されたのか というのが実 は私の不勉強 もあってわ かっていなか ったと
いうことです 。具体的には どちらの処 理をとっても1 0 6ぐら いの感染価 を低減できる という
理解でよろしいでしょうか。そういうエビデンスがちゃんと出ていると いうことで すね。
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○近藤課長補佐

はい、そうでございます。

○堂浦専門委員

ありがとうございます。

○村上座長

ほかにございませんか。

１つは原料の反 すう動物を牛、めん羊及び 山羊由来に限 定するという ことですけれ ども、
ここはいかがでし ょうか。よろ しいでしょう か。今の説明 で御理解い ただけました でしょ
うか。
○横山専門委員

１ついいです か。非反すう 動物のところ 、豚などと なっておりま すが、

このなどというの は具体的にど ういうものが ほかにあるか 、またはな いのか、教え ていた
だけませんか。
○近藤課長補佐

非反すう動物 の原料として は、豚以外で 使われてい るのはロバの 皮が一

部使われていると 聞いておりま す。それ以外 の非反すう動 物の原料に ついては飼料 用に使
われている、ある いは飼料以外 の食品用途に 使われている というよう なことは聞い ており
ません。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにございま せんか。もし ないようでし たらば、引き 続きまして 事務局で評価 の考え
方の案を整理していただきましたので、事務局より説明をお願いします 。
○田中課長補佐

それでは、資料１に基づきまして説明をさせていただきます。

今、農水省から 説明のござい ました飼料用 ゼラチン、コ ラーゲンに 関する規制の 見直し
に係る評価の考え 方の案につき まして整理を いたしました 。先ほど御 説明のござい ました
各見直しのポイントごとに考え方を整理させていただいているものにな ります。
まず、家禽及び 魚介類由来を 今回追加する ということ。 また、非反 すう動物の頭 蓋骨、
脊柱由来を原料に 追加するとい うポイントに なりますけれ ども、過去 に食品安全委 員会に
おいて評価を行っている部分がございます。
豚及び家禽が自 然状態におい てBSEに感染 し、BSEを伝達 するという 科学的根拠は ない。
これは過去に評価 をしておりま す。また、魚において もBSEプリオ ンが増幅し、伝達 したこ
とを示す科学的根 拠はないとい うことも、過 去に既に評価 をしていると ころでござい ます。
次に、牛の胸椎 横突起、腰椎 横突起、仙骨 翼及び尾椎由 来を原料に 追加するとい う見直
しになりますけれ ども、当該部位につ きましては異 常プリオンた ん白は蓄積せ ず、SR Mから
除外される部位になっております。
次に、原料の反 すう動物を牛 、めん羊及び 山羊由来に限 定するとい う見直しにつ きまし
ては、これは原料となる由来動物を明確化するものになります。
最後に、製造工 程の長期間の アルカリ処理 を酸またはア ルカリ処理 に変更する見 直しに
つきましても、こ れも過去の食 品安全委員会 における評価 におきまし て、当該処理 工程を
含む処理またはこ れと同等以上 の異常プリオ ンたん白質の 感染性の低 減効果を有す る処理
を経て製造される ゼラチンを食 用として利用 することにつ いては、人 への健康影響 は無視
できると考えられると過去に評価しております。
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また、管理措置 につきまして は、先ほど農 水省から説明 がございま したとおり、 大臣確
認等の管理措置が引き続き実施されるということとなっております。
こういったこと を踏まえまし て、今回の見 直しが人の健 康に及ぼす 影響が変わる もので
はないということ かどうか、御審 議いただけ ればと思いま す。よろしく お願いいたし ます。
○村上座長

それでは、事務局からの説明に対して御質問や御意見をお願いします 。

先ほども委員か ら御発言がご ざいましたが 、豚以外の非 反すう動物 についてリス クをど
のように考えるの かというのが １つあるかと 思いますが、 いかがでし ょうか。先ほ ど関連
して御発言いただきました横山専門委員、いかがでしょうか。
○横山専門委員

自然状態でBSE ではなくてT SEとしてプリ オン病が発 生している動 物、こ

こでは例えばシカ を原材料から 外すというの は非常にいい 考え方なの だろうなと思 います。
それから、先ほ どお伺いし たところ非反 すう動物の豚 、それか ら、一部 ロバというこ とで、
自然状態でBSEの報 告例のない動 物たちであ るということ から、リスク は考えなくて もいい
のかなと思います が、その他、ミンクで あるとか、これま でに自然状態 でTSEの感染 が確認
された動物を原材 料から除外す るということ ができれば、 先ほどのシ カと同様に余 分なリ
スクを排除することにつながると考えます。
○村上座長

ありがとうございます。

今の点、原 材料にミン クほか、TSEが自然状 態で発生して いるという 動物に関して はどの
ように考えている か、農林水産 省としてもし 御意見があれ ばお伺いさ せていただけ ません
でしょうか。
○近藤課 長補 佐

御 指摘の ござい ました ミン ク等の 自然状 態でTSE の感 染が確 認され てい

る疾病のリスク管 理に関しまし ては、そもそ もミンク等が さきに申し 上げましたと おりゼ
ラチン等の原料と してこれまで に使われてい る、あるいは 今後も使わ れる見込みと いうも
のはまずないとは 考えておりま すが、それで も万が一使用 したいとい う意向が出て きまし
た場合でありまし ても、大臣確 認の仕組みの 中で製造の開 始前あるい は現在既に飼 料用の
ゼラチンを製造し ている事業者 であれば、使 用する原料を 切りかえる という場合に 必ず農
水省に変更も含め て確認を申請 しなくてはな らないことに なっており まして、その 中でそ
ういったものにつ きましては、 原料の安全確 保が十分でき ないという ことで使用を 控えさ
せる等の指導も十 分行いますの で、現行の大 臣確認の仕組 みの中でリ スク管理を十 分やっ
ていけるものと考えております。
○村上座長

ありがとうございます。

リスク管理機関 において指導 等の措置を行 うということ ですね。

ほかにござい ません

か。過去に評価し たのは牛由来 ゼラチン及び コラーゲンで すけれども 、めん羊・山 羊由来
のゼラチン、コラーゲンについても牛と同じと考えてよろしいでしょう か。
○堂浦専門委員

１点確認させ てください。 皮には異常プ リオンたん 白質が蓄積し ないと

されている。これ については幾 つかエビデン スがあるのだ と思います が、羊につい てもそ
ういうエビデンス が既にありま すのでしょう か。ごめんな さい。どな たに質問して いるか
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わからないです。 この場におら れるどなたで も結構なので すが、わか っておられる 方がい
たら。私の理解で は、牛につい てはそういう たしか研究成 果があった ように記憶は してお
りますが、羊につ いては特にス クレイピーの 症状が出てい るところに 異常プリオン たん白
の沈着があるとも ないとも証明 されてはいな いのではない かと思って おるのですが 、いか
がでしょうか。
○横山専門委 員

たし か皮膚の ランゲル ハンス細胞 にPrP cは発現 している けれども、 異常

プリオンの確認はされていなかったと思います。
○堂浦専門委員

蓄積しないと されていると は書かれてい ますが、実 はこれは十分 にエビ

デンスがあること ではないです ので、かとい ってされてい るという表 現は無難な表 現では
あるのです。十分 にエビデンス があることで はないように 私は思いま す。ですので 牛につ
いてはたしかその ようなことが 調べられてい たと思います が、特に羊 、山羊につい てのエ
ビデンスが十分な かったように 思いますので 、その点だけ はどう対応 するのか考え ていた
だきたいと思います。
○横山専門委員

羊についても 体内分布をか なり詳細に調 べられた結 果は出ていま す。英

国等でされた報告 が、BSE の知見がたま る前には 、それをも とにいろい ろな組織のリ スクを
検証していた結果 がありますの で、皆無では ないかもしれ ませんが、 異常プリオン または
そのプリオンが高率に蓄積する部位ではないというのは間違いないと思 います。
○堂浦専門委員

そうしますと 、蓄積しない という表現よ りは、実際 上問題になら ない程

度であるとかいう ことになると 思います。い ずれにしまし ても、仮に 蓄積があった として
も、その後の措置 で十分実際上 は問題ないレ ベルにまで感 染価を落と せるという理 解でよ
ろしいのでしょうか。
○横山専門委員

そうですね。

○堂浦専門委員

ありがとうございます。
（近藤課長補佐退席）

○村上座長

あり がとうござい ます。それで は、そういっ た考え方に おいて進めさ せてい

ただきます。
ほかにございませんでしょうか。
それでは、まと めさせていた だきます。家 禽及び魚介類 由来、非反 すう動物の頭 蓋骨・
脊柱由来 を原 料に追 加する ことに ついて は、 豚及び 家禽に ついて は自然 状態 におい てBSE
に感染し、BSEを伝 達するという 科学的根拠 はなく、また 、魚において もBSEプリオ ンが増
幅し、伝達したと いうことを示 す科学的根拠 はないと、こ の調査会に おいて過去に 評価し
ております。
また、牛の胸椎 横突起、腰椎 横突起、仙骨 翼及び尾椎に ついても異 常プリオンた ん白質
は蓄積せず、SRMから除外されております。
原料の反すう動 物を牛、めん 羊及び山羊由 来に限定する ということ も、原料とな る由来
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動物を明確化するということであります。
さらに、骨由来 ゼラチンの製 造工程の「長 期間のアルカ リ処理」を 「酸またはア ルカリ
処理」に変更する ことについて は、当該処理 工程を含む処 理を経て製 造されるゼラ チンを
食用として利用す ることについ て人への健康 影響は無視で きると過去 に評価してご ざいま
す。
これらを踏まえ ると、今般の 飼料用ゼラチ ン、コラーゲ ンの規制の 見直しが人の 健康に
及ぼす影響が変わ るものではな いとしてよろ しいでしょう か。よろし ければ、今、 申し上
げた内容について 本日欠席の専 門委員にも御 確認の上、食 品安全委員 会にも報告し たいと
思いますが、よろしいでしょうか。
（「異議なし」と声あり）
○村上座長

ありがとうございました。

それでは、議事２を開 始します。
「イタリア 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 ついては、厚 生労働省から の提出資料を もとに起草 委員の先生方 に、イ
タリアから輸入さ れる牛肉及び 牛の内臓に係 る評価書（案 ）たたき台 について検討 いただ
きました。まずは 事務局より資 料２の食品健 康影響評価の 前までの部 分について説 明をお
願いします。
○田中課長補佐

それでは、資料２を説明させていただきます。

今回、イタリア 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、評価 書のた
たき台を起草委員 の先生方に取 りまとめてい ただいており ます。前回 の調査会で、 評価手
法は2012年10月の 評価書と同様 ということで すので、この 評価書（案 ）につきまし ても過
去評価した評価書 と構成は同じ ようになって おります。し たがって、 今回は新たに 追加し
た部分について、イタリアの対策を中心に説明をさせていただきたいと 思います。
まず４ページ目 を開いていた だきまして 、背景及び 評価に向けた 経緯、31 行目に、今般、
厚生労働省から、イ タリアから輸 入される牛 肉及び牛の内 臓の輸入時要 件の設定につ いて、
評価の要請があったことが記載されております。
次に、５ページ 目20行目の四 角に囲ってあ るところに、 諮問事項に ついて記載さ れてお
ります。（１）の月 齢制限、（２ ）のSRMの範 囲、（３）でさ らに月齢の 規制閾値を引 き上げ
た場合の諮問内容、そのまま記載されております。
次に、
「４．本評価の考え方」で ございますが、６ ページになり ます。こちらも201 2年10
月評価書と同様に なっておりま して、以下の ポツにありま すような考 え方に基づい て検討
を進め、評価を実施するということが記載をされております。
＊のついている 部分につきま しては、2012 年10月評価書 以降、評価 に影響を及ぼ すよう
な新たな科学的知 見は得られな かったことか ら、2012年10 月評価書を もって代える ことと
し、本評価書におい ては再掲しな いこととし たとされてお りますので、主に＊のない 部分、
19行目の牛群の感 染状況である とか、食肉等のリス クについて 、イタリ アのBSE対策 を整理
していくこととされております。
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７ページ10行目 で、プリオ ン専門調査会 は、諮問内 容のうち（ １）の輸 入月齢制限、
（２）
のSRMの範囲につい て取りまとめ を先行して 行うことが前 回の調査会で 決まりました ので、
ここにその旨を記載されております。
８ページ目から、BSEの現状について総論的に記載されております。
９ページ目に、世 界におけるBS E発生頭数の 推移のグラフ 及び表がござ います。世界 のBSE
発生頭数は累計で2 015年末現在 、19万6 68頭でござい ます。2015年は10 月９日現在で ６頭の
発生にとどまっております。
10ページ目 、こちらはE U等におけるB SEの検査頭数 になります 。これ は直近のデー タでご
ざいます2013年までのデータが示されております。
11ページ目は各 国のBSEの検査 体制になり ます。ここから イタリアに ついても記載 されて
おります。BSE の検査体制で すけれども 、食用目的 で処理される 、いわゆ る健康と畜牛 のBSE
検査は、EUでは201 3年から一部 を除きまして 加盟国の判断 により実施 しなくてよい とされ
ております。イタリ アは従前72か 月齢超の健 康と畜牛の検 査を実施して おりましたが 、2013
年７月からは健康と畜牛の検査を廃止しているということであります。
12ページ目、SRMでご ざいます。イタリ アはEUでござ いまして、無視 できるリスク 国とい
うことでございま す。SRMの範囲 につきまして は上から２番 目になります けれども、EU で「無
視できるリスクの 国：イタリア を含む」とご ざいますけれ ども、現在 、12か月齢超 の頭蓋
（下顎を除き脳、眼を含む）及び脊髄とされております。
13ページ目、飼 料規制になり ます。これも EUと同様、イ タリアでは2 001年１月に 交差汚
染防止対策の観点 から飼料規制 が強化されて おります 。すなわち 牛・豚・鶏の 肉骨粉が牛 ・
豚・鶏の飼料に利 用できないよ うに規制が強 化されており ます。いわ ゆる完全な飼 料規制
が行われておりまして、現在もそれを行っているということです。
14ページ目以降、ここは飼料規 制等のイタ リアにおけるB SE対策が詳 細に記載され ており
ます。
まず牛群の感染 状況になりま すけれども、 こちらも18ペ ージ目にい つものように まとめ
表を作成しており ます。イタリア における国 内安定性のう ち、まず飼料 規制でござい ます。
こちらは先ほど申 し上げました ように2001年 １月、全ての 家畜への動 物由来たん白 質の給
与が禁止されております。
SRMの定義は、先 ほど説明いた しましたが 、全てのSRMが 除去され、 焼却されてい るとい
うことです。
レンダリングにつきましても、133℃３気圧20分の処理ということで ございます。
また、EU規 則に基づく カテゴリー１ に属する廃棄 物は、E U規則に基づ いて133℃３ 気圧20
分で処理の後、焼却または直接焼却されるということでございます。
交差汚染防止対策も、こちらに記載のとおりとられているということ でございま す。
また、サーベイ ランスにつき ましては、現 在、48か月齢 超の死亡牛 、緊急と畜牛 を検査
しております。ま た、輸入牛に つきましては 24か月齢超、 EU域内の一 部の国及び第 三国か
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ら輸入される死亡 牛、緊急と畜 牛については 、24か月齢超 を検査して いるというこ とでご
ざいます。
健康と畜牛につ きましては、2 001年１月か ら30か月齢超 の全ての牛 について検査 を実施
しております。現 在は2013年７ 月からは自国 産の健康と畜 牛の検査を 廃止いたしま した。
輸入牛についてはE Uの一部の国 、EU規則で定 める第三国か ら輸入され る30か月齢超 を対象
に実施をしているところでございます。
これらの結果か ら、現在、OIE 基準で定め る10万頭に１ 頭のBSE感染 牛が検出可能 なサー
ベイランスを実施しているということでございます。
少し戻っていた だきまして、 この表に記載 のない部分に ついて説明 をいたします 。14ペ
ージになります。
まず生体牛、肉 骨粉等の輸入 になります。 イタリアは生 体牛の輸入 についてEU規 則に基
づいて規制がされ ております。1 996年３月に は英国からの 全ての生体 牛の輸入が禁 止され
ております。また 、イタリア独 自の規制とし て1996年10月 にはスイス からの全ての 生体牛
の輸入も禁止して おります。ま た、フランス からの生体牛 の輸入につ いても97年７ 月31日
以前に生まれた生 体牛の輸入を 禁止するとと もに、衛生証 明書を添付 することが義 務づけ
られております。 また、肉骨粉 の輸入につき ましてもEU規 則に基づい て規制されて いると
いうことでござい ます。89年11 月に英国及び アイルランド からの反す う動物由来の 肉骨粉
の輸入が禁止され ております。2 001年１月に は家畜飼料用 の肉骨粉の 輸入が禁止さ れてい
るということでございます。
飼料規制につき ましては先ほ ど御説明いた しましたので 、次に１ペ ージめくって いただ
きましてBSEのサー ベイランスの 状況になっ ております。イ タリアにつ きましては199 1年５
月にBSEについて届 け義務が課さ れておりま す。また 、2001 年１月から 健康と畜牛及 び死亡
牛並びに緊急と畜 牛については 、30か月齢超 の全ての牛を 対象として 検査が開始さ れまし
た。その後、同年 ７月からは、 それぞれ24か 月齢超の全頭 に検査対象 が変更されて おりま
す。
EU規則に基づき まして、2005 年４月に健康 と畜牛は30か 月齢超に、2 009年１月に は健康
と畜牛、死亡牛、 緊急と畜牛の 検査対象月齢 が48か月齢超 に引き上げ られまして、2 011年
７月には健康と畜 牛のみ72か月 齢超へ引き上 げられており ます。2013 年７月からは 健康と
畜牛の検査は廃止されております。
イタリアで行わ れるサンプリ ング及び診断 法になります けれども、 こちらはEU規 則に準
拠しております 。迅速検査に つきましては 、家畜伝 染病予防実験 研究所（I ZS）の12 の施設
で実施されており まして、BSE陽 性の検体につ きましてはト リノの国立 リファレンス 研究所
へ送付され、病理 組織学的検査 、免疫組織化 学検査、ウエ スタンブロ ットによる確 定診断
が実施されているということです。
次に、イタリアの 各年のBSEサ ーベイランス の頭数を表５ に示しており ます。一番右 がBSE
の検査陽性牛の頭数となっております。
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さらに17ページ に、この発生 の概況が記載 されておりま すけれども 、イタリアで は94年
に英国から輸入さ れた２頭の牛 で初めてBSE 検査陽性が確 認されており ます。その後 、イタ
リア産の牛では200 1年に初めてB SE検査陽性 牛が確認され て以降、2001 年の48頭をピ ークに
2011年までに合計1 41頭のBSE検 査陽性牛が確 認されており ます。また 、2001年には ドイツ
から輸入された２ 頭、2002年に はドイツ及び デンマークか ら輸入され た２頭で検査 陽性牛
が確認されております。
なお、非定 型BSEについ ては2015年10 月現在で５頭 、11歳 から15歳の 発生が確認さ れてお
り、いずれもＬ型であったと記載されております。
出生コホートの 特性になりま す。BSE 検査陽性牛の 出生時期に つきましては 、1996 年生ま
れが最も多かった 。イタリアに おいて完全な 飼料規制が実 施された200 1年以降に生 まれた
牛は、2001年１月に生 まれた牛であ り、これまで14年 間、BSEの発生は 確認されてい ないと
いうことです。
次に、SRM及び食 肉処理にまい ります。こ ちらも21ペー ジにSRM及び 食肉処理のま とめが
表で整理されてお ります。イタリ アにつきま して、まずと畜 場の検査に なりますけれ ども、
と畜場に搬入され る全ての牛に ついて、獣医 官が目視でと 畜前検査を 実施します。 神経症
状が確認されたも のは月齢にか かわらず、BSE検 査が実施され るということ です。また、圧
縮した空気または ガスを頭蓋内 に注入する方 法によるスタ ンニング、 ピッシングに つきま
しては実施されて いないという ことでござい ます。SRMの除 去につきま しては獣医官 によっ
て確認され、除去 されたSRMは着 色され、専 用の容器に廃 棄されるとい うことです。 また、
SRMの除去についてもこちらに記載のとおり、実施されているというこ とです。
戻っていただき まして文書の ほうになりま すけれども、 20ページ（ ２）のトレー サビリ
ティにつきまして は、イタリア では2000年10 月からトレー サビリティ が導入されて いると
いうことです。と畜 場において月 齢が不明な 場合にはBSE検 査が実施さ れるというこ とでご
ざいます。また 、と畜場 及びと畜頭数 でございま すけれども 、イタリア の牛のと畜場 は2014
年現在、1,584施設 ということで ございます 。牛の年間と 畜頭数は2012 年のデータで は341
万頭であり、うち3 0か月齢超が 約57万頭とい うことでござ います。牛 の飼養頭数は2 014年
のデータによると約557万頭ということでございます。
と畜頭数につき ましては、よ り新しいデー タを確認中で ございます ので、入手が できれ
ば更新させていただきたいと思います。
説明については以上になります。
○村上座長

ありがとうございました。

では、起草委員 の先生方、も し追加説明が ございました らお願いい たします。よ ろしい
ですか。
それでは、ただ いまの事務局 からの説明に ついて御質問 、御意見が ございました らお願
いいたします。
いつもと同様に、パートごとに記載内容の修正がないか確認させてい ただきます 。
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まず４ページか ら７ページ「 Ⅰ．背景及び 評価に向けた 経緯」の部 分はいかがで しょう
か。よろしいですか。
続きまして「Ⅱ．BSEの現状」に ついて、８ページ から13ページ です。この部分に ついて
はいかがでしょうか。
続きまして「Ⅲ ．牛群の感染 状況」につい て、14ページ から17ペー ジで、18ペー ジにま
とめがございます。いかがでしょうか。
もう一つ、「Ⅳ． SRM及び食肉 処理」につい て、19ページ から20ペー ジで、21ペー ジにま
とめがございます。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがと うございま す。
続きまして、筒 井専門委員か ら「Ⅴ．食品 健康影響評価 」について 説明していた だきた
いと思います。よろしくお願いいたします。
○筒井専門委員

それでは、起 草委員を代表 いたしまして 「Ⅴ．食品 健康影響評価 」の案

につきまして御説明をさせていただきます。
今までの話のまとめに近いものがありますので、簡単に御説明させて いただきま す。
まず、BSEの発生 状況でござい ます。これに つきましては 先ほど説明が ありましたよ うに、
現在147頭のBSEの 発生が確認さ れているので すけれども、 2001年１月 生まれの１頭 を最後
に14年間、イタリ アでは発生し ていないとい う状況です。 この2001年 １月もいわゆ るEUの
規則に従って完全 飼料規制が行 われた月に生 まれたものが 最後という ことになって います。
飼料規制とその 効果というと ころでござい ますけれども 、先ほど説 明しましたよ うに、
2001年１月にEUの 規則に従って 完全飼料規制 が実施されて いるというこ と。そ れから 、OIE
の定めたサーベイ ランスによっ て牛群の感染 状況が確認さ れているとい うこと。その 結果、
2001年１ 月以降 、14年 間に わたっ て発生 が確認 され ていな いとい うこと から すれば 、BSE
の発生というもの がこの飼料規 制によって抑 制されている ことが言え るのではない かと判
断しております。
次に、SRM及び食 肉処理という ことでござ いますけれど も、現状、SR Mの除去であ ります
とか、ピッシング の禁止であり ますとか、こ ういったこと によって必 要なリスク低 減措置
がとられているの だろうと考え られますので 、そういった 意味では暴 露リスクとい うもの
が極めて低いレベルになっていると判断してもいいだろうと考えており ます。
「４．牛の感染 実験」につき ましては、既 に先ほど説明 がありまし たように、こ れまで
に評価した結果以 上、新しい知 見はないとい うことに整理 させていた だいておりま す。ま
た、新型クロイツ フェルト・ヤ コブ病につき ましては、イ タリアにお きましては計 ２例、
これまで発生が確 認されており ますけれども 、現在のとこ ろ1990年以 降の出生者か ら新た
に感染が見つかっ ていない、こ れはイタリア も含めてです けれども、 状況にあると いうこ
とでございます。
非定型BSEですけ れども、これ につきまし ては現在まで ５頭の非定型 BSE、これは Ｌ型で
ございますけれども、確認されているということです。
これらの状況を 踏まえまして 、まとめまで 行ってよろし いですか。 まずまとめの 書き方
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につきましては従 来どおりでご ざいますけれ ども、まず牛 群のBSE感染 状況というこ とで、
現在のイタリアの 状況を考えま すと相当程度 低いレベルに あるだろう 、リスクが低 いレベ
ルにあるだろうということが想定されます。
（２）BSE感染牛組織の異 常プリオンた ん白質蓄積と 人への感染 リスクという ことで、こ
れにつきましては これまで得ら れた知見につ いて再度ここ で整理をさ せていただい ており
ます。これについては変更ございませんので、そのまま行かせていただ きます。
（３）の評価結 果でございま すけれども、 以上のことか ら考えます に、今回諮問 のあり
ました対 象月 齢であ る30か 月齢以 上の牛 由来 の牛肉 及び内 臓の摂 取によ るBSE プリオ ンに
よる人でのvCJD発症は考えがたいということで整理させていただいてお ります。
したがいまして 、ここに諮問 のありました 当初整理する ということ でありました 月齢制
限、輸入禁止を30 か月齢の閾値 として輸入す る場合であっ ても、リス クの差は小さ いとい
うことで人への健康影響は無視できるということ。
それから、②のS RMの範囲の変 更でござい ますけれども 、輸入禁止の 場合とSRMと して以
下に書いてあるよ うな部位の輸 入の場合では 、リスクの差 というもの が非常に小さ く、人
への健康影響は無視できるだろうと判断しております。
一応、起草委員 の中ではこの ような整理で いいのではな いかという ことに結論い たしま
したけれども、この場で皆さんの審議をお願いしたいと思っております 。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの筒井 専門委員から の御説明につ いて、御質問 、御意見を いただきたい と思い
ます。お願いいたします。ございませんか。よろしいですか。
それでは、取り まとめに入ら せていただい てよろしいで しょうか。 イタリアに対 する諮
問事項１及び２の 評価結果につ いては、先ほ ど御説明いた だきました 評価書（案） のとお
りということでよろしいでしょうか。
（「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、各専 門委員から原 案について合 意いただきま したので、 あらためて確 認のう
え、もし評価書（ 案）に細部の 修文等があり ましたら私に 一任してい ただいてよろ しいで
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、今後必要な修文を行った上で食品安全委員会に報告したい と思います 。
続きまして、議 事３を開始い たします。ま ず参考資料４ 「めん羊及 び山羊の牛海 綿状脳
症（BSE）対策の見 直しに係る評 価書（骨子 案）」を御覧く ださい。前 々回の専門調 査会ま
でに、骨子案の「 Ⅰ．背景」か ら「Ⅳ．感染 実験等に関す る科学的知 見」について 御審議
をいただき、前回 の専門調査会 では「Ⅴ．め ん羊及び山羊 の感染状況 」のうち、専 門調査
会時点までに得られている情報について御審議をいただきました。
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今回は「Ⅴ．め ん羊及び山羊 の感染状況」 の更新版と、「Ⅵ．SRM及 び食肉処理」 につい
ての御審議をいた だいて、その 上で可能であ れば「Ⅶ．食 品健康影響 評価」につい ても御
審議をいただければと思います。
また、これまで 御審議いただ きました骨子 案の「Ⅰ．背 景」から「 Ⅳ．感染実験 等に関
する科学的知見」 につきまして は、参考資料 ５として評価 書（案）た たき台の形で 事務局
に整理してもらっ ておりますの で、適宜御覧 いただければ と思います 。参考資料５ は一番
最後の厚目の資料でございます。
まず「Ⅴ．めん 羊及び山羊の 感染状況」に ついて、前回 の専門調査 会後に得られ た情報
が追加され、
「めん羊及 び山羊の感染 状況のまと め」についても、起草 委員の先生方 に検討
をいただきましたので、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○大快係員

説明させていただきます。

資料３－１を御 覧ください。
「Ⅴ．め ん羊及び山羊 の感染状況 」につきま しては、前回の
プリオン専門調査 会でそれまで に得られてい た情報の範囲 で御審議い ただいたとこ ろです
が、今般、新たな 情報の追加が あったととも に、前回の専 門調査会で スイス及びリ ヒテン
シュタインが、今 回の専門調査 会でイタリア が牛について 評価が取り まとめられま したの
で、これらの国も評価対象国に加えて再整理されております。
また、評価対象 国についての 情報がそろっ たことから、 まとめにつ いても整理さ れてお
ります。
その他、体裁上 の修正等もご ざいますので 、前回からの 変更部分を 中心に説明さ せてい
ただきます。
まず１ページ目 、表１を御覧 ください。前 回の資料では 評価時点で の情報が表１ と表２
に分かれて記載さ れていたため 、評価時点で の情報を表１ に集約し、 次のページの 表２に
は評価時 点以 降に評 価対象 国にお いて確 認さ れたBSE の発生 状況に つい て整理 されて おり
ます。
また、スイス、 リヒテンシュ タイン及びイ タリアも評価 対象国に含 めることとな ったこ
とから、前回は記載のなかった当該３か国についても表１に記載されて おります。
続いて４ページ を御覧くださ い。６～７行 目に記載され ているとお り、米国では 顔の黒
いめん羊を主なサ ーベイランス 検査対象動物 としている旨 を前回御説 明させていた だきま
したが、前回の御 指摘を踏まえ まして、顔の 黒いめん羊に 米国におけ る調査によっ てスク
レイピーの発生頻度が高いことが確認されているという説明が追記され ております 。
続いて６ページ （３）カナダ を御覧くださ い。カナダの 表７、めん 羊及び山羊に おける
各年のTSEサーベイ ランス頭数に つきまして は、前回の専門 調査会では その時点まで に得ら
れていた検査頭数 のグラフが掲 載されており ましたが、今 般、具体的 な数字が得ら れまし
たことから表として記載されております。
７ペー ジ（ ４）EU を御覧 くださ い。 ページ 上段のE Uにお けるTS E対策 の経緯 の表 の2005
年のところに 、TSE陽性動 物についてBS Eの判別を義 務化した経緯 といたしまし て、TS E陽性
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動物のさかのぼり 検査により、フ ランスの山 羊１検体でBSE 陽性が確認 された旨が追 記され
ております。
９ページ（５） ブラジルを御 覧ください。 前回の専門調 査会では、 確認中として 記載さ
れておりませんで したブラジル につきまして 情報が新たに 得られまし たので、御説 明させ
ていただきます。
ブラジルでは、 狂犬病サーベ イランスが実 施されており 、2002年以 降、神経症状 を呈す
るもののうち、狂犬 病が否定され た12か月齢 超のめん羊及 び山羊を対象 としたTSEサ ーベイ
ランスが実施され ております。 また、2013年 １月以降は、 と畜場にお いて臨床症状 を呈す
12か月齢以上の動 物、緊急と畜 された、また はと畜前検査 で異常のあ った18か月齢 超以上
の動物等を対象に 、農場におい て12か月齢超 の死亡畜や疫 学関連畜、 臨床症状を呈 するめ
ん羊及び山羊を対 象としたサー ベイランスが 実施されてお ります。TSE サーベイラン スの結
果、ブラジル では2005年 から2015年ま でに54頭の動 物にTSE陽性 が確認されて おります 。そ
のサーベイランスの頭数を示したのが下の表９になります。
なお、2015年のデータについては、10月末時点までのデータとなって おります。
続いて11ページ （７）スイス 及びリヒテン シュタインを 御覧くださ い。先ほども 御説明
させていただいた とおり、スイ ス及びリヒテ ンシュタイン は、前回の 専門調査会で 牛につ
いての評価がとり まとめられま したことから 、評価対象国 に追加され ており、本資 料にお
きましても追記されましたので御説明させていただきます。
スイス及びリヒ テンシュタイ ンでは、スイ スの国内法に 基づきめん羊 及び山羊のTS Eサー
ベイランスが実施 されておりま す。1990年以 降、四肢の麻 痺、震え、 掻痒感等の臨 床症状
を呈する めん 羊及び 山羊を 対象と したTS Eのパ ッシブ サーベ イラン スが 実施さ れてお りま
す。また、TS E陽性となっ たものと同じ 群れの動物（疑似患畜 ）につい ても検査が行 われて
おります。なお、 スイスでは199 8年から2005 年にかけて健 康と畜動物 及び死亡畜を 対象と
した大規模なアク ティブサーベ イランスも実 施されており ます。TSEサ ーベイランス の結果、
両国では現在まで に15頭の動物 にTSE陽性が 確認されてお ります 。また 、サーベイラ ンス開
始以前の1981年に も臨床症状を 呈する山羊で １頭のTSE陽 性が確認され ておりまして 、これ
らを合わせて計16 検体についてT SEが確認さ れております。それらの検 査頭数をまと めたの
が次のページの表11となります。
なお、今回の専 門調査会で牛 についての評 価が取りまと められたイ タリアにつき まして
は、EU加盟国でご ざいますこと から、７ペー ジ（４）EUに 含まれてお りまして、個 別に項
目として追加はされておりません。
前回御説明させ ていただいた 部分とあわせ まして、12ペ ージから「 ４．まとめ」 として
１～11ページの内容がまとめられておりますので、以下は読み上げさせ ていただき ます。

４．まとめ
世界の牛におけ るBSEは、発生 のピークであ った1992年 には年間37,31 6頭の報告が あ
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ったが、その後 、飼料規 制の強化等に より発生頭 数は大幅に減 少し、201 2年には21頭 、
2013年には７頭、20 14年には12 頭、2015年には 10月末現在 で６頭の発生 となっている 。
全ての評価対象 国において反 すう動物由来 たん白質の反 すう動物へ の給与を禁止 し
ており、評 価対象国にお ける飼料規制 は、牛 におけるBSE の発生抑制に 大きな効果を 発
揮しているものと食品安全委員会は過去の評価時点で判断した。
食品安全委員会 の過去の評価 時点以降、一 部の国でBSE 感染牛が確認 されたものの 、
2015年10月末現在 、評価 対象国におい ては、直近５年間に 生まれた牛に BSE感染は確 認
されていない。
めん羊及び山羊 については 、全ての 評価対象国に おいて 、TSEサーベ イランスが実 施
されている。また、EU加盟 国等の一部の 国においては、BS Eの判別検査 も実施されて い
るが、2015年10月末 現在までに 確認されてい るめん羊及び 山羊における BSE野外感染 例
は、遡り検査によ り確認された フランスと英 国の山羊の２ 例のみであ り、めん羊で の
確認例はない。
2005年 以降、 EUで 実施さ れてい る全 てのTSE サー ベイラ ンス陽 性動 物を対 象とし た
BSEの判別検査では、めん羊及び山羊におけるBSEの発生は確認されてい ない。

以上となります。
○村上座長

ありがとうございました。

この部分は、前 回この専門調 査会で御審議 いただいたも のに、先ほ ど説明がござ いまし
たように新たに追 加された情報 、それから、 前回の審議の 中でいただ きました御意 見に基
づいて追記されたものということでございます。
ただいまの説明について御質問や御意見がございましたらお願いいた します。
○筒井専門委員

１点だけよろ しいですか。 起草委員なの ですけれど も、９ページ のブラ

ジルのところなの ですが、用語 のところだけ 少し、８行目 あたりに疫 学関連畜とい う言葉
が出てくるのです けれども、こ れが非常にわ かりにくい表 現になって おりまして、 事実と
して何を言いたい のかわからな い文書という か用語でござ いますので 、これについ ては整
理をしたほうがい いと思います ので、後ほど 事実関係をも う少しはっ きりさせて、 どうい
った家畜を対象にしているのかということを書きかえたほうがいいと思 います。
○村上座長

ありがとうございます。

９ページ８行目 、疫学関連畜 という言葉に ついて背景を 調べ、明確 化するという ことで
よろしいでしょうか。ありがとうございます。
ほかにございますか。お願いします。
○堂浦専門委員

ブラジルのサ ーベイランス は、そうしま すと一時的 には狂犬病の サーベ

イランスが行われ ていて、羊で も狂犬病が起 こるのですね 。神経症状 が出たものに ついて
TSEであるかどうか調べたということですね。
細かいことを聞 いてすみませ んが、そうす るととにかく 神経症状が出 たものに関し てTSE
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の検査をやっているという理解でよろしいでしょうか。
○大快係員

神経 症状が出た動 物について、 まず最初に狂 犬病の検査 を行って、狂 犬病が

否定されたものについてTSEの検査が行われております。
○堂浦専門委員

わかりました 。いずれにし ても何らかの 神経症状が あれば狂犬病 をまず

ルールアウトして 、その後 、TSE検査を しているとい うことです ね。わかり ました。ありが
とうございます。
確認したかった のは、狂犬病の症状 と一見してTSE の症状と区 別がつくのか どうか 。つく
のであれば前もっ て予断をもっ て検査をされ ている可能性 がないか、 そのことを知 りたか
ったのです。私自 身は羊が狂犬 病になるとい うことをよく 知りません でしたので、 症状を
含めて予断をもっ て何らかの検 査がされる可 能性がないと いうことを 確認したいだ けです。
○村上座長

事務 局のほうで何 かございます か。牛の症状 などは特に 犬や猫のよう な症状

ではなくて、流涎 であるとか動 きが鈍いとか 、あのような 狂騒的な、 あるいは麻痺 のよう
な症状ではない場 合もあったか と思いますが 、いずれにし てもそれも 含めて狂犬病 の流行
地ですので、まずは狂犬 病を検査しそ れが否定され たようなもの については 、TSE検 査が行
われているということだと思います。
ほかにございますか。
○堂浦専門委員

もう一点よろ しいでしょう か。今 回、羊 におけるBSE の検査も行わ れるよ

うになったという ことでありま すが、今回い ただいた資料 の中では、 非定型のもの とそう
でないものがどれ ぐらいあるの かというデー タについては いかがなの でしょうか。 私の質
問わかりますか。
○横山専門委員

以前、国によ っては非定型 スクレイピー の数を分け て記載されて いると

ころもあったので すけれども、 全ての国がそ れに該当して いないとい うことと、よ り煩雑
になるということで、今回全部スクレイピーという形で数字を挙げるこ とにしまし た。
○堂浦専門委員

わかりました 。国によって そこまで区別 せずに統計 を出している という

ことなのですね。 ということは 、挙げられて いる数字の中 には両方が 混じっている 可能性
があるということですか。
○横山専門委員

そうですね。

○堂浦専門委員

わかりました。

○村上座長

ほかにございますか。よろしいですか。

ありがとうございました。
それでは、続 きまして「Ⅵ．SRM 及び食肉処理 」について 起草委員に 検討いただき ました
案を事務局から説明していただきます。お願いします。
○大快係員

説明させていただきます。資料３－２を御覧ください。

資料３－２では、SRM及び食肉処理について整理されております。
「１．と畜処理 の各プロセス 」を御覧くだ さい。全ての 評価対象国 でと畜前検査 が行わ
れており、スイス及 びリヒテンシ ュタインを 除く評価対象 国でと畜場に おけるTSEサ ーベイ
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ランスが実施され ております。また、と 畜前検査で異 常が確認され た、またはTSE陽 性が確
認されためん羊及 び山羊につい ては、フード チェーンから 除外されて おります。詳 細につ
きましては各国別に８行目以下から整理されております。
なお、スイス及 びリヒテンシ ュタインにつ きましては資 料３－１で も御説明させ ていた
だきましたが、２ ページ目の18 行目から記載 のとおり、食 用に供され る健康な動物 を対象
としたサーベイラ ンスは実施さ れておりませ んが、と畜前 検査は実施 されておりま す。そ
こで異常が確認さ れためん羊及 び山羊につき ましては、パ ッシブサー ベイランスの 枠組み
でTSE検査が実施され、検査陽性となったものはフードチェーンには入 りません。
続いて24行目「 ２．SRM除去」 を御覧くだ さい。評価対 象国のうち日 本、EU、ブラ ジル、
ノルウェー、スイス及び リヒテンシュ タインにおい ては、めん羊及び山 羊のSRMが設 定され
ております。また 、OIE基準では めん羊及び 山羊のSRMの設 定は求めて おらず、米国 、カナ
ダではめん羊及び山羊におけるSRMは設定されておりません。
各国のSRMの範囲 の詳細につき ましては 、脚注にも ございます ように 、今回の資料 では参
考資料５の13ペー ジに当たりま すが、評価書「Ⅲ．B SEの現状」の「 ４．各国のめん 羊及び
山羊における特定危険部位（SRM）の項に示してございます。
続いて30行目「 ３．その他」 を御覧くださ い。こちらで は参考情報 として、評価 対象国
における SRM除 去やサ ーベイ ランス の検 査のた めの月 齢確認 方法並 びに と畜頭 数及び 飼養
頭数のデータが示 されておりま す。月齢の確 認につきまし ては、歯列 で確認されて いる国
が多いですが、日 本では血統登 録証明書もし くは出生確認 書など、月 齢が確認可能 な書面
が添付されている 場合には、当 該書面に基づ き確認されて おり、EUの 一部の国やノ ルウェ
ーではトレーサビリティが導入されている旨、記載されております。
以上をまとめま して４ページ 目の20行目か ら「４．まと め」として 記載されてお ります
ので、以下、読み上げさせていただきます。

４．まとめ
全ての評価対象 国でと畜前検 査が行われて おり、スイス 及びリヒテ ンシュタイン を
除く評価対象国で と畜場におけ るサーベイラ ンスが実施さ れている。 と畜前検査で 異
常が確認された又 はTSE陽性が確 認されため ん羊及び山羊 については、フードチェー ン
から除外されている。
また、め ん羊及び山羊 については 、SRMを設 定している 国としていな い国の両方が あ
る。
月齢確認の方法 は、歯列を主 な指標として 用いており、 国によって は、データベ ー
ス上の登録情報に基づいた確認が実施されている。

以上となります。
○村上座長

ありがとうございました。
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ただいまの説明について御質問、御意見がございましたらお願いいた します。
SRMについては参 考資料５の13 ページも見 ながら御検討 いただきたい と思います。案に対
して追記する、あ るいは修正す べきような点 がございまし たらお願い いたします。 よろし
いでしょうか。お願いします。
○堂浦専門委員

羊になるとか なり牛とまた 変わってくる のだと思い ますけれども 、特定

危険部位を定める 上で何か根拠 となっている ものは、十分 にあるとい うことでよろ しいで
しょうか。この点 についてどな たに回答を求 めればいいか わかりませ んが、教えて いただ
ければと思います。
○村上座長

起草委員の先生、よろしいでしょうか。

○横山専門委員

途中にもあり ますように、 野外発生した めん羊・山 羊は２例しか いませ

んので、特定危険 部位を定める 、または類推 するに当たっ てはスクレ イピーの羊・ 山羊で
の体内分布の成績 をもとにして います。一番 蓄積が多い脳 、脊髄、そ の次にリンパ 節、眼
球等のカテゴリーに分けたものを外挿しているというのが事実だと思い ます。
○村上座 長

あとは20 10年 のEFSA の科学 的意見 の中で BSEに ついて も評価 され ている よう

に思います。
○堂浦専門委員

そうなのです か。例えばBSE 、羊あるいは 山羊なんかの 場合になりま すと、

さらに広範に感染 性が確認され ているように 思いますが、 そういうも のは特にここ では考
えなくていいということでしょうか。
○横山専門委員

B SE羊・山羊の発生状 況に、恐らくもう一 つはあわせ て検討されて きたと

考えられます。
○堂浦専 門委 員

い ずれに しても スクレ イピ ーをベ ースに このSRM につ いては 考えら れて

いるという断り書 きが必要かな と思います。今後、例えばも う少し知見 が集まってく れば、
このSRMの考え方も変わる可能性はないのかなと思った次第です。いか がでしょうか 。
○村上座長

お願いします。

○田中課長補佐

今回の資料で は、現時点で 各国がどうい う状況で設 定しているか という

ことについて整理 させていただ いたものにな ります 。今回諮問さ れている内容 、SRM の範囲
も含めてございま すけれども、 それにつきま してはこれら の資料も含 めまして評価 の部分
で御議論いただいたほうがよいのかなと思います。
○村上座長

ほか によろしいで しょうか。先 ほどのEFSAの 資料は後ろ のデータにあ りまし

て、現状、ヨーロ ッパのSRMの評 価はBSEにつ いてもなされ ているとい うことです。 もちろ
ん前提としてはス クレイピーを 前提として３ か月未満など 月齢ごとに 区切ってリス クが評
価されているようであります。
ほかにございませんか。ありがとうございました。
それでは 、「Ⅶ ．食品 健康 影響評 価」の 前まで 一通 りご審 議いた だき整 理され たと 思い
ますので、続きま して、資料３ －３「Ⅶ．食 品健康影響評 価」の審議 に進めさせて いただ
きたいと思います 。これにつき ましても起草 委員の先生方 に御検討い ただいており ますの
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で、
「Ⅶ．食 品健康影響評 価」につ いて事務局か ら全文の読み 上げを、次いで横山専 門委員
から御説明をお願いいたします。
○大快係員

事務 局から「Ⅶ． 食品健康影響 評価」の全文 の読み上げ をいたしたい と思い

ます。資料３－３を御覧ください。

Ⅶ．食品健康影響評価
食品安全委員会 プリオン専門 調査会は、こ れまで参照し た各種文献、 厚生労働省 から
提出された評価対 象国（日本、 米国・カナダ ・フランス・ オランダ、ア イルランド 、ポ
ーランド、ブラジ ル、スウェー デン、ノルウ ェー、デンマ ーク、スイス 、リヒテン シュ
タイン及 びイ タリア ：2015 年10月 末現在 、以下 同じ。）に 関する 参考資 料等を 用い て審
議を行い、それに より得られた 知見及びⅡの ３．に定めた 本評価の考え 方に基づき 、め
ん羊及び 山羊 の牛海 綿状脳 症（BS E）対 策の見 直しに 関す る食品 健康影 響評価 を実 施し
た。

１．めん羊及び山羊におけるBSEの感染状況
（１）牛、めん羊及び山羊におけるBSEのサーベイランスの状況
牛のサーベイラ ンスについて は、食品安全 委員会の過去 の評価書に 記載のとおり 、
全ての評価対象国 で実施されて いるサーベイ ランスにおい て、OI Eが「 無視できるリ ス
クの国」又は「管 理されたリス クの国」の貿 易条件として 定めた５万 頭に１頭又は1 0
万頭に１頭のBSE感染牛が検出可能な水準を満たしていると評価されて いる。
めん羊及び山羊 については、 全ての評価対 象国において 、伝達性海綿 状脳症（TSE ）
のサーベイランス が実施されて いる。日本、 EU、米国、ス イス及びリ ヒテンシュタ イ
ンにおいて、TSE検査陽性とされた検体について、BSEの判別検査が実施 されている 。

（２）BSEの発生状況
世界の牛におけ るBSEの発生 頭数は2015年1 0月末現在、 累計で190,66 8頭であるが 、
年間の発生頭数は 、1992年の37 ,316頭をピー クに減少し、 2012年には2 1頭、2013年 に
は７頭、2014年に は12頭、2015 年には10月末 現在で６頭の 発生にとど まっている。 ま
た、2015年10月末 現在、評価対 象国において は、直近5年 間に生まれた 牛にBSE感染 牛
は確認されておら ず、ま た、全 ての評価対象 国においてBS E発生頭数は 大幅に減少し て
おり、飼料規制の強化等の実効性が維持されていると考えられる。
めん羊及び山羊 のBSEについ ては、フラン ス及び英国で 過去にTSE陽 性と診断され た
検体を用いて、めん 羊及び山羊 におけるBSEの 存在を確認 する目的で遡 り検査が実施 さ
れたとの報告があ る。フ ランスでは 、2000年3 月生まれで2 002年10月に と畜された山 羊
１頭に、英国では、1987年 生まれで1990 年に死亡した 山羊１頭に、BSE 陽性が確認さ れ
た。この2頭は、い ずれも両国 における飼料 規制強化前に 出生した動物 である。また 、
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BSE検査陽性牛が最 も多く確認 されているEU では、2005年 から2013年ま でに約600万 頭
のめん羊及び山羊 を対象にTSE サーベイラン スが実施され た。そのうち 、TSE陽性が 確
認された約２万頭 についてBSE判 別検査が行 われたが 、2015年10 月末までに 、これら の
めん羊及び山羊にBSE陽性は確認されていない。
2015年10月末現 在、世 界のめん羊及 び山羊におけ るBSE野外感 染の報告は 、遡り検 査
によってフランス と英国で確認 された上述の 山羊2例のみ であり、めん 羊での確認例 は
ない。

（３）飼料規制とその効果
全ての評価対象 国において、 反すう動物由 来たん白質の 反すう動物 への給与は禁 止
されており 、評価対象国 における飼料 規制は 、牛における BSEの発生抑 制に大きな効 果
を発揮しているものと食品安全委員会は過去の評価時点で判断した。

２．感染実験等に関する科学的知見
（１）BSEのめん羊及び山羊における異常プリオンたん白質の体内分布 と感染性
めん羊及び山羊 にBSEプリオ ンを経口投与 すると、BSEが 伝達するこ とが報告され て
おり、以下、めん 羊及び山羊に 感染したBSE をそれぞれ「 ヒツジBSE」及 び「ヤギBSE 」
とする。
めん羊へのBSE経 口投与実験 では、投与後4 ～10か月目か ら腸管関連 リンパ組織、 扁
桃、脾臓等のリンパ細網 系で異常プ リオンたん白 質（PrPSc）が検出され、その 後、延
髄、脊髄等の中枢 神経系や回腸 、胃等の消化 器系、末梢リ ンパ節のほ か、肝臓や筋 肉
等、ほぼ全 身でPrPScが検 出されるよう になる 。これらの 組織の感染性 は野生型マウ ス
を用いたバイオア ッセイで確認 されている。 また、非定型 BSEであるL- BSEプリオン の
めん羊への脳内接種実験では、めん羊に伝達することが報告されている 。
BSE経口投与実験 では、子羊への垂直 感染を示唆 する報告があ る一方 、垂直感染が 認
められなかったと する報告もあ る。上述のと おり、垂直感 染が示唆さ れてはいるも の
の、感染時期や感染経路等の詳細は明らかになっていない。
ヤギBSEプリオン の山羊への 経口投与実験 では、脳、筋 肉及び末梢リ ンパ節にPrPS c
が検出された。また、ウ シのプリオン たん白質（ PrP）を 過剰発現する トランスジェ ニ
ックマウスを用い たバイオアッ セイにより、 これらの組織 には感染性 が認められた こ
とが報告されている。

（２）めん羊及び山羊におけるBSEの人への感染性についての知見
ヒツジ又はヤギB SEプリオン は、脳内接種 によりヒトPrP を発現する トランスジェ ニ
ックマウスへの伝 達が認められ ている 。また 、ヒトPrPを 過剰発現する トランスジェ ニ
ックマウスへのウ シBSEプリオ ン及びヒツジ 又はヤギBSEプ リオンの脳 内接種の結果 は、
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人がウシBSEプリオ ンよりも、 ヒツジ及びヤ ギBSEプリオン に対して高 い感受性を有 す
る可能性を示唆している。

３．食肉等のリスク
めん羊及び山羊 におけるSRMは、評 価対象国のう ち、日本、EU、ブラジル、ノルウ ェ
ー、スイス及びリヒテ ンシュタイン において設定 されている。OIE 基準では、めん羊 及
び山羊のSRMの設定は求めておらず、米国、カナダでは設定されていな い。
しかしながら、 評価対象国か ら、めん羊及 び山羊の食肉 等が日本へ 輸入される場 合
は、厚生労 働省は輸入条 件として 、日本のSRM を除去した ものを輸入す ることとして い
る。

４．変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）
vCJDは、2015 年10月末現在 、世界中 で229例が報 告されており 、近年では 、2012年 に
２例、2013年に１ 例、2014年に １例の発生と なっている。 2012年10月 評価書を取り ま
とめた以降に報告 された2例も含 め、1990年以 降の出生者 からはvCJD患 者は確認され て
いない（2015年10月末現在）。
本事項に関して、上記以外は2012年10月評価書のとおりである。

５．まとめ
（１）めん羊及び山羊におけるBSEの人への感染リスク
上記「２ ．感染実験等 に関する科学 的知見」に 記載した感 染実験の知見 は、BSE実 験
感染めん羊及び山 羊において異 常プリオンた ん白質が体内 組織に広く 分布すること 、
並びに人がウシBSE プリオンよ りも、ヒツジ 及びヤギBSEプ リオンに対 して高い感受 性
を有する可能性を示唆している。
めん羊及び山羊 におけるBSE の感染源及び 感染経路とし ては、Ⅱ．３ ．（２）に示 し
たように、①BSEプ リオンに汚染 された飼料等 を感染源と する飼料由来 の感染経路又 は
②BSEプリオンがば く露、感染 しためん羊又 は山羊を感染 源とし、群内 又は群間でBS E
プリオンが垂直又は水平伝播する感染経路が可能性として考えられる。
2015年10月末現 在、め ん羊及び山羊 におけるBSE 野外感染例の 報告は 、飼料規制強 化
前に出生した山羊 ２例（フラン スの2000年３ 月生まれ及び 英国の1987 年生まれ）の み
であり、BSE検査陽 性牛が最も 多く確認され ているEUにお いても、2005 年以降の約60 0
万頭のめん羊及び 山羊を対象と したサーベイ ランス検査で は、BSE陽性 は確認されて い
ない。これらの点 から、食品安 全委員会が過 去に牛につい て評価を行 った評価対象 国
における飼料規制 は、牛におけ るBSEのみな らず、めん羊 及び山羊にお けるBSEの発 生
抑制にも効果を発揮していると考えられる。
このことを踏ま えると、評価 対象国におい て①BSEプリ オンに汚染さ れた飼料等を 感
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染源とする飼料由 来の感染経路 によりめん羊 及び山羊への BSEの感染が 起こる可能性 、
並びにそれらの動 物に派生する ②の経路を介 しためん羊及 び山羊の群 内又は群間で の
感染が生じている可能性は極めて低いと考えられる。
以上のことから 、評価 対象国におい て、野 外におけるめ ん羊及び山羊 のBSE感染の 可
能性は極めて低く 、人への感染 リスクは無視 できると判断 した。ただ し、めん羊及 び
山羊のBSEのヒトPr Pを発現する トランスジェ ニックマウス を用いた感 染実験の知見 を
考慮すると、反す う動物に対す る飼料規制の 実効性につい ては、引き 続き確認が必 要
である。

（２）評価結果
現時点では 、めん羊及 び山羊におけ るBSEの発生 が、飼 料規制強化前 に出生した山 羊
の２例のみである こと、B SEの感染源及 び感染経路 を踏まえると 、めん 羊及び山羊に お
けるBSEのリスク管 理措置として は、飼 料規制が極 めて重要と考 えられる 。現行の飼 料
規制等のリスク管 理措置を前提 とし、上記（１）に示した めん羊及び山 羊におけるBS E
の人への感染リス クを踏まえる と、評価対象 国に関しては 、めん羊及 び山羊の肉及 び
内臓等の摂取に由来するBSEプリオンによる人でのvCJDの発症は考え難 い。
したがって、以 上の知見を総 合的に考慮す ると、諮問内 容に関する 結論は以下の と
おりとなる。

①

国内措置

ア

検査対象月齢
と畜場における めん羊及び山 羊のBSE検査 について 、現行の「12か月 齢以上の全て を

対象とするスクリ ーニング検査 」の場合 と、
「廃止 した場合。なお、生 体検査におい て
何らかの臨床症状 を呈するめん 羊及び山羊は 引き続き検査 を実施」と する場合との リ
スクの差はあったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる 。

イ

SRMの範囲
SRMの範囲が、現行の「全月 齢の扁桃、脾臓、小腸 及び大腸（これら に付属するリ ン

パ節を含む。）並びに12か 月齢以上の頭 部（舌 、頬肉 及び扁桃を除 く。）、脊髄及び胎盤 」
から「12か月齢超の頭部（扁 桃を含み、舌、頬肉及び 皮を除く。）及び 脊髄並びに全 月
齢の脾臓及び回腸 」とした場合 とのリスクの 差は、あった としても非 常に小さく、 人
への健康影響は無視できる。

②

国境措置
BSE発生国又は発 生地域のうち 、牛肉等につ いて食品安 全委員会のリ スク評価を取 り

まとめた又は取り まとめを予定 している国（ 米国・カナダ ・フランス ・オランダ、 ア
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イルランド、ポー ランド、ブラ ジル、スウェ ーデン、ノル ウェー、デ ンマーク、ス イ
ス、リヒテンシュ タイン及びイ タリア：平成 27年10月末現 在）からの めん羊及び山 羊
の肉及び内臓等に ついて、現行の「輸入禁 止」の場合と「SRMの範 囲を、12か月齢超 の
頭部（扁桃を含 み、舌 、頬肉及び皮 を除く。）及び脊髄並 びに全月齢の 脾臓及び回腸 と
し、SRMを除去したもの を輸入」とした場 合とのリス クの差は、あった としても非常 に
小さく、人への健康影響は無視できる。

読み上げは以上となります。
○横山専門委員そ れでは、起草 委員を代表し て私のほうか ら、繰り返 しにはなりま すけれ
ども、今の評価案について説明を加えさせていただきます。
まず、評価の考 え方に記載さ れています、 評価に当たっ て整理すべ き事項が幾つ かあり
ましたけれども 、めん羊 及び山羊にお けるBSEの感染 状況、感染実験等 に関する科学 的知見
等について、まず 項目ごとに事 実を整理し、 それらを踏ま えた上でま とめとして２ つの項
目、めん羊及び山羊 における人へ の感染リス ク、評価結果と いう形で記 載をいたしま した。
「１．めん羊及び 山羊におけるB SEの感染状 況」「（１）牛 、めん羊及び 山羊における BSEの
サーベイランスの 状況」ですけ れども、牛の サーベイラン スについて は当委員会の 過去の
評価書に記載され ているとおり、全ての評価 対象国におい てOIEが無視 できるリスク の国ま
たは管理されたリ スクの国の貿 易条件として 定めた水準を 満たしてい るという評価 がされ
ております。
めん羊及び山羊 については、全 ての評価対 象国においてT SEサーベイ ランスが実施 されて
おり、さらに日本、EU、米国、スイス及 びリヒテンシ ュタインにお いては、TSE検査 が陽性
の場合、検体についてBSEの識別のための判別検査が実施されています 。
続きまして「（２） BSEの発生状 況」ですけれ ども、牛につ いては全ての 評価対象国 にお
いて、BSEの発生頭 数が大幅に減 少していま す。めん羊及 び山羊のBSE については、 さかの
ぼり検査の結果、フ ランスで2000 年３月生ま れで2002年10 月にと畜され た山羊、それ から、
英国では1987年生 まれで1990年 に死亡した山 羊１頭、合計 ２頭ですけ れども、その ２頭に
BSE陽性が確認され ています 。出生年で おわかりのよ うに、この２頭は いずれもそれ ぞれの
国で飼料規制が強 化される前に 生まれた動物 となります。 また、EUで は2005年から2 013年
にかけてTSEサーベ イランスが実 施されてい ますが、その うちTSE陽性 と確認された 約２万
頭につい てBSE の判別 検査が 行われ てい ますけ れども 、これ らのめ ん羊 及び山 羊にお ける
BSE陽性は確認されていません。
「（３）飼 料規制とその 効果」と いうことで 、全ての評価 対象国にお いて反すう動 物由来
たん白質の反すう 動物への給与 は禁止されて います 。今、お話したとお りBSEの発生 数は全
ての評価対象国に おいて減少し ていることか ら、それらの 国では飼料 規制等の実効 性が維
持されている 。その結果 、牛にお けるBSEの発 生抑制に大き な効果を発 揮していると 判断さ
れます。
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「２．感染実験 等に関する科 学的知見」に 移りますけれ ども、まず 「（１）BSEの めん羊
及び山羊における 異常プリオン たん白質の体 内分布と感染 性」という ことで、めん 羊及び
山羊にBSEプリオン を経口投与す ると、BSEが 伝達すること が報告され ています。こ の場合
にはBSEの牛とは違 って、ほぼ全 身でプリオン が検出される ようになる ことがわかっ ていま
す。また、ヤギBSEプリオン の山羊への経 口投与実験で も、プリオンは 脳や筋肉及び 末梢リ
ンパ節から検出されています。
「（２）めん羊及 び山羊におけ るBSEの人へ の感染性につ いての知見 」として、羊 または
ヤギBSEプリオンは 、脳内接種に よりヒトPrP を発現する遺 伝子改変マ ウスへの伝達 が認め
られています。ま た、ヒトPrPを 過剰発現す る遺伝子改変 マウスのウシ BSEプリオン 及びヒ
ツジまたはヤギBSE プリオンの脳 内接種の結 果は、人がウシ BSEよりもヒ ツジまたはヤ ギBSE
プリオンに対して高い感受性を示す可能性を示唆しています。
「３．食肉等の リスク」とし て、評価対象 国からめん羊 及び山羊の 食肉等が日本 へ輸入
される場合は 、厚生労働 省は輸入条件 として 、日本のSRMを 除去したも のを輸入する ことと
しております。
「４．変異型ク ロイツフェル ト・ヤコブ病 （vCJD）につ いては、本 事項に関しま しては
記載されている事項以外は、2012年10月評価書から追加されているもの はございま せん。
以上の事実をもとに、続きまして「５．まとめ」の素案を作成してお ります。
まず「（１）めん 羊及び山羊に おけるBSEの 人への感染リ スク」とし まして、感染 実験の
治験はBSE実験感染 めん羊及び山 羊において プリオンが体 内に広く分布 すること、並 びに人
がウシBSEプリオン よりもヒツジ 及びヤギBSE プリオンに対 して高い感 受性を有する 可能性
ということを示唆しています。
しかし、2015年10月 末現在、めん羊及 び山羊におけ るBSE野外感 染例の報告は、飼 料規制
強化前に出生した 山羊２例のみ であり 、EUにおいて も2005年以降 、約60 0万頭のめん 羊及び
山羊を対象とした サーベイラン ス検査が行わ れてきていま すが、BSE陽性のめ ん羊・山羊は
確認されていません。
これらの点から、評 価対象国にお ける飼料規制 は牛における BSEのみなら ず、めん羊・山
羊におけるBSE発生抑制にも効果を発揮していると考えられます。
このことを踏ま えますと、評 価対象国にお いて①の飼料 由来の感染 経路により、 めん羊
及び山羊 へBSE の感染 が起こ る可能 性並 びにそ れらの 動物に 派生す る② の経路 を介し た群
内または群間での 羊または山羊 間での感染が 生じている可 能性は、極 めて低いもの と考え
られます。
以上のことから、評価対象国に おいて野外 におけるめん 羊及び山羊の BSE感染の可 能性は
極めて低く、人へ の感染リスク は無視できる ものと判断い たしました 。ただし、め ん羊及
び山羊のBSEのヒト PrPを発現す る遺伝子改変 マウスを用い た感染実験 の知見等を考 慮する
と、反すう動物に 対する飼料規 制の実効性に ついては、引 き続き確認 をしていくこ とが必
要であるということが言えると思います。
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「（２）評価結果」とし まして、現行の 飼料規制等の リスク管理 措置を前提と し、今、お
話した（１）のこ とを踏まえま すと、評価対 象国に関して はめん羊及 び山羊の肉及 び内臓
等の摂取に由来するBSEプリオンによる人のvCJDの発症は考え難いと考 えました。
諮問内容に関す る結論は、以 下に記載され ているとおり です。ぜひ 専門委員の先 生方の
御意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの横山 専門委員から の御説明につ いて、質問、 御意見をい ただきたいと 思いま
す。
最初に参考資料 ４の骨子案を 見ていただけ ればと思いま す。網掛け 部分、Ⅴ、Ⅵ 、Ⅶに
ついて御審議をい ただいてまい りました。最 後の食品健康 影響評価に つきましては 本日御
審議いただきまし た資料３－１ 及び資料３－ ２、また、少 し厚目の資 料でございま すが、
参考資料５の評価 書（案）たた き台を踏まえ て御検討いた だいており ます。このた め評価
の御審議におきま しても関連す る部分につい て、これらの 資料も御確 認いただきな がら御
検討いただければと思います。
それでは、御質問、御意見をお願いいたします。
○堂浦専門委員

丁寧に御説明 してくださっ たのでよくわ かりました が、何点か確 認させ

てください。
まずフランスで 確認されたBSE 野外感染例、もちろんこれ はレトロス ペクティブに 調べた
ところ２例あった ということで すけれども、飼料規制強化 前に出生した ということで すが、
牛の場合に飼料が 使われていた のは皆さんよ く御存じだと 思うのです が、羊も飼料 を使わ
れていたのでしょ うか。あるい は可能性とし て圃場が既に 汚染されて いて、そこで 飼われ
ていたためにBSEに かかったとい う可能性も 排除できない ものなのかど うか、そこら 辺は何
か情報はあるのでしょうか。
○横山専門委員

E Uでは牛用の 飼料が羊・山 羊にも与えら れていた可 能性があると いうこ

とで、こういった 調査が行われ ていました。 日本では実際 に牛用の飼 料が羊・山羊 にとい
うのは考えにくい のですけれど も、ヨーロッ パでは併用と いうか牛用 のものが流用 されて
いたようです。
それから、牧野 の汚染に関し ては、スクレ イピーの場合 には水平ま たは牧野を介 した感
染が考えられます けれども、そ れも踏まえて TSE陽性のも のを全て鑑別 検査、BSEと の識別
検査をした結果、 ２万頭のTSE陽 性の中で羊 またはBSE山羊 が見つから なかったとい うこと
で、BSEの牧野汚染は否定できるのではないかと思います。
○堂浦専門委員

わかりました。ありがとうございます。

そうすると飼料規制の強化は、引き続き意味があるんだということで すね。
○姫田事務局長

つけ加えます と、通常、山 羊は搾乳用で 、羊は一部 搾乳用があり ます。

搾乳用の山羊だと か搾乳用の羊 だと、乳牛の 飼料あるいは それと似た ような飼料を 給与す
る可能性が高くて 、肉用の羊と か毛刈り用の 羊は、放牧状 態が多いの ではないかと 思いま
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す。
○堂浦専門委員

そういうこと なのですか。 そうするとBS Eにかかった 野外例という のは、

どちらかわかっていますか。
○姫田事務局長

山羊は一般的には、搾乳用です。

○堂浦専門委員

わかりました。ありがとうございます。

○村上座長

ほかにございますか。お願いします。

○中村（好）専門 委員

全く本 質と関係ない のですけれど も、資料３ －３の１ペー ジの２

行目から、あるい は最後のペー ジの８行目か ら、国の名前 がずらずら と書かれてい ますけ
れども、「・」で区 切られている ものと「、」 で区切られて いるものと あるのですが 、これ
は何か違いがあるのでしょうか。
○田中課長補佐
○村上座長

特にございませんので、修正したいと思います。

では修正をお願いいたします。

ほかにございませんか。お願いします。
○熊谷委員

言葉 なのですけれ ども、素人で わからないの ですが、「腸 管関連リンパ 組織」

という「関連」という 言葉があるか どうか。それか ら、
「回腸、胃等 の消化器系」と あるの
ですが、この場合 は等の中に消 化管以外のも のも含めての 意味なので しょうか。そ の場合
に消化器系という 言葉はよろし いのでしょう かというのを 、どなたか 御専門の方に お聞き
したい。
○横山専門委員

２つ目の胃等 のというのは 消化管を意味 しています ので、消化器 系とい

うよりも消化管という形で修正したほうが妥当かなと思います。
腸管関連リンパ組織についてはもう一度確認した上で記載するという 形にいたし ます。
○熊谷委員

ありがとうございます。

○村上座長

ほかにございますか。

論点の １つ は評価 対象国 におけ る飼料 規制 がめん 羊及び 山羊に おける BSEの 発生抑 制に
も効果を発揮して いると考えて いいかという ことですが、 この点はい かがでしょう か。よ
ろしいでしょうか。
そうしたことを 踏まえて、論 点の２つ目と して、①の感 染経路と② の感染経路を 介した
感染が起きている という可能性 は極めて低い と考えてよろ しいでしょ うか。いかが でしょ
うか。
○堂浦専門委員

念のために確 認させてくだ さい。こうい ったTSE、めん 羊とか山羊で すね。

これでプリオンがB SEかどうかと いうことを 評価している のは、どれぐ らいの国で評 価され
ているのでしょうか。フランスの例が２例見つかったという話はわかり ましたが。
○横山専門委員

E Uでは全ての 国、EUに属す る全ての国でT SE陽性のも のに関して判 別をす

るということを行 っていますし 、アメ リカもですね 。日本 でももちろん TSE陽性のも のにつ
いてBSEとの違いについて検討しています。
○堂浦専門委員

わかりました 。そのように ちゃんと評価 されている 国であれば安 心かな
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と思いました。もしも そうでないの であれば、先ほど 来、説明があり ましたが、やはり BSE、
めん羊あるいは山 羊の人に対す るリスクはス クレイピーよ り高い可能 性があります ので、
そこら辺の評価が ちゃんとされ ているかどう かというのは 重要なこと ではないかと 思いま
した。ありがとうございます。
○村上座長

ほかにございませんか。よろしいですか。

論点の３つ目と して、野外における めん羊及び山 羊のBSE感染 の可能性が極 めて低く 、人
への感染リスクは 無視できると 判断してよろ しいでしょう か。そして 最後に、以上 を踏ま
えて評価結果（ 国内措置の検 査対象月齢 、SRMの範囲 、国境措 置）を御 説明いただき ました
案のように考えて よいかどうか ということで ありますが、 いかがでし ょうか。御意 見がご
ざいましたら、また、追加もございましたらお願いしたいと思います。
○堂浦専門委員

この点につき ましては、も ちろん起草委 員の先生が 説明された方 向でい

いのかなと思うの ですが、ただ 、同時に御指 摘されました が、人への 感染性の危険 で人が
高い感受性を有す る可能性が残 されていると いう点がござ いますので 、何らかの慎 重な言
葉を一部どこか文章に残したほうがいいのではないかと私は思いました 。
以上です。
○村上座長

いかがでしょうか。起草委員の先生。

○横山専門委員

その点、私た ちも同意見で 、反すう動物 に対する飼 料規制の実効 性を注

視していくことと いう、ここに 今、堂浦委員 がおっしゃっ たような意 味合いを込め ている
つもりなのですけれども。
○堂浦専門委員
○村上座長

実効性がきちんと担保されればということですね。わかりました 。

お願いします。

○中村（優）専門 委員

今の部 分、堂浦専門 委員の御意見 の実効性の 確認等につい て、も

う少し慎重な文面 にできないか ということを 私も感じてい まして、今 、横山専門委 員から
御回答していただ いた13行目、14 行目、反すう 動物に対する 飼料規制の 実効性につい ては、
引き続き確認が必 要であるとい う文言なので すけれども、ちょっと曖昧 かなというよ うな、
漠然とした表現か なという印象 が個人的には ありまして、 ここに例え ば具体的な作 業とし
て判別検査等の情 報に引き続き 留意してとい う形で、BSE山 羊とか羊で あるという判 別検査
がなるべく行われ て、根拠とし て流行してい ない、発生し ていないと いうことを推 奨する
ような文言、書きぶりに変えることができないかなと個人的には感じま した。
全体のバランス もあると思う のですけれど も、そのあた りもし可能 であれば、御 検討い
ただけたらなというのが個人的な意見です。
○村上座長

起草委員の先生、いかがでしょうか。

○筒井専門委員

１つは、実効 性という意味 では飼料規制 というもの が非常に抑制 に効果

に働いているだろ うということ と、もう一つはBS Eの発生状況 です。それは牛も 含め、羊も
含め、これは 暴露リスク になりますの で、そ ういった意味 ではBSEの発 生状況を注視 してい
くとか、全体の話でいかがですか。
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○中村（優）専門委員

BSE 全体、発生状況の 調査というの は行われて いると思うの ですけ

れども、今ここで 非常に私とし てはまだ気を つけなければ いけないの は、一度、羊 あるい
は山羊の中に入り 込んだBSEがど うなってい るかという、今 のところ確 かに流行とし ては起
きていないのは明 らかだろうと 思うのですけ れども、今ま でスクレイ ピー、根絶を しよう
としてもなかなか されてこない 、かなりコン トロールする のに手こず っている疾患 の１つ
だと思うのですけ れども、それが 牛の場合のB SEの場合です と飼料規制 をすることに かなり
がたんと落ちてい て、コントロール する、撲滅するこ とに関しては BSE、牛の場合と スクレ
イピーの羊の場合とかなり差があると感じています。
一度そういった コントロール をするのに容 易かどうかと いうのがま だわからない 羊ある
いは山羊の中に入 り込んだBSEに 関して 、もう少し慎 重に調べて いきたい 、情報が欲 しいと
いうのが個人的な 意見です。流 行はしていな いけれども、 細々と発生 が繰り返され て、あ
るときからふえて しまうといっ たことがまだ 否定できない 状況なので はないかとい うのが
ありまして、その羊ある いは山羊の中 に入り込んだB SEに関して は、今 後ともなるべ くそう
いった判別検査等を重視していきたいという姿勢が入れ込めたらなと思 っています 。
○横山専門委員

提案として例 えば飼料規制 の実効性と牛 、羊等での 感染状況の把 握とい

う文言でどうですか。
○中村（優）専門委員
○村上座長

そうですね。

そのようなことでよろしいですか。ありがとうございます。

○姫田事務局長

飼料規制の実 効性というの は感染状況を 把握するこ とであるので す。で

すから感染状況の 把握等を通じ た飼料規制の 実効性につい てというこ とでいかがで しょう。
○堂浦専門委員

それでいいと 思うのですが 、先ほど御意 見があった ように実効性 はかな

り担保されている のではないか と思われるよ うな国でも、B SEがぽつぽ つ発生したり とかい
うことが実際に起 こっているこ とを考えると 、もう少し踏 み込んだ何 か言葉があっ てもい
いのではないかという御意見に私は賛成します。
○姫田事務局長

定型のBSEはカ ナダとアイ ルランドだけ で、今ぽつぽ つ発生してい るのが

ほとんどが非定型 なのです。そ こは実効性と いう意味では かなり上が っていると考 えてい
ただいていいのではないかと思います。
○堂浦専門委員

もちろん発生 当初の膨大な 数が出たころ に比べると そうですが、 ぽつぽ

つ出ている背景を 考えると踏み 込んだという 言葉は誤解を 招きますが 、慎重な配慮 がにじ
み出るような言葉があってもいいのかなということです。
○筒井専門委員

それは確かに おっしゃると おり細々とい うようにな るとなかなか 難しい

ところがあると思 うのですけれ ども、全体の リスクから考 えると現時 点の判断では リスク
は低いだろう。た だ、今後に向 けてそういう 注視していく ことが必要 という整理の 形でよ
ろしいですか。今 後に向けてと いう意味で。 であれば評価 書とは異な ることになっ てしま
うのですかね。評 価自体はこれ でいくという ことで、そう いうことを テイクノート すると
いうイメージでよろしいですか。
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○堂浦専門委員

はい。そうしていただけるとありがたいです。

○筒井専門委員

文言はどうす るかというの は、少し検討 する必要が あると思いま すけれ

ども。
○横山専門委員

飼料規制の実 効性並びに羊・山羊のTSEの 種類等につ いて引き続き 注意ま

たは注視していく必要があるということで、お二人のリクエストに応え られません か。
○筒井専門委員

恐らく評価書 自体はこれで よくて、それ に何かどう いう形で残せ ばいい

のかわからないですけれども、そういう意見があったということが。
○姫田事務局長
○本山係長

むしろ議事録に残していただくということで。

座長、補足させていただいてよろしいですか。

今回の評価書（ 案）の資料３ －３の４ペー ジ20行目に「 現行の飼料 規制等のリス ク管理
措置を前提とし 」という 文言が入って おりますが 、これは 過去に牛のBS Eについて評 価をし
た国についてもこ のような記載 がございます 。この記載が あることを 踏まえて、プ リオン
専門調査会として 評価書案をお まとめいただ いたときに、 あくまで飼 料規制を前提 に評価
をしているので、 飼料規制等の 実施状況につ いては定期的 に報告して もらったほう がいい
のではないのかと いう文言が座 長から食品安 全委員会への 文書に記載 されておりま す。ま
た、食品安全委員 会から厚生労 働省等に通知 する際にも、 定期的に報 告をしてくだ さいと
いう形で評価書（ 案）ではなく 通知文書の形 でフォローが できるよう な形にこれま ではさ
れておりますので、御参考までお伝えいたします。
○村上座長

ありがとうございます。

やり方としてそ のように今ま でにも行われ ているという ことであり ますが、よろ しいで
しょうか。
○堂浦専門委員
○村上座長

わかりました。

ありがとうございます。

それでは、専門 委員から御意 見、御指摘を いただきまし たので、そ の点について は適切
なかたちに修正を していきたい と思います。 ただ、結論に つきまして は合意をいた だいた
と思いますので、評価書案の修文については私に一任いただいてよろし いでしょう 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、今後 、御欠席の専 門委員にも御 確認をいただ きたいと思 います。必要 な修文
を行った上で食品安全委員会に報告したいと思います。
続きまして、議事４のその他になりますが、事務局から何かございま すでしょう か。
○田中課長補佐
○村上座長

特にございません。

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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