食品安全委員会プリオン 専門調査会
第110回会合議事録

１．日時

平成30年６月６日（水）

２．場所

食品安全委員会

10:00～11:24

中会議室

３．議事
（１）米国、カ ナダ及びアイ ルランドから 輸入される牛 の肉及び内 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）
眞鍋座長、今村専門委員、門平専門委員、筒井専門委員、中村桂子 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、水澤専門委 員、横山専 門委員
（食品安全委員会）
佐藤委員長、山本委員
（事務局）
川島事務局長、吉岡評価第二課長、今西課長補佐、大快係長、大西 技術参与

５．配布資料
資料１

BSE対策に係る過去の評価（概要）

資料２

これまでの評価の概要及び今回の評価の考え方（案）

参考資料１－１

食品健康影響評価について
「牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しについて」

参考資料１－２

食品健康影響評価について
「アイルラ ンド及びポー ランドから輸 入される牛 の肉及び内臓 につい
て」

参考資料１－３

各国から輸入される牛肉等に係る食品安全委員会の評価の経緯

参考資料１－４

世界におけるBSE発生頭数の推移

参考資料１－５

年別vCJD患者発生数

参考資料１－６

農林水産省平成27年第１回OIE連絡協議会
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参考資料（抜粋）

参考資料２－１

BSE対策について（厚生労働省）

参考資料２－２

BSE関係飼料規制の実効性の確保（平成28年度）（農林水産省）

参考資料３

鹿慢性消耗性疾患（CWD）ファクトシート

６．議事内容
○眞鍋座長

おは ようございま す。それでは、ただい まから第110 回の「プリオン専 門調査

会」を開催させていただきます。
きょうは、10名の専門委員の先生方に御出席いただいています。
欠席の専門委員は、佐藤先生、斉藤先生、高尾先生、福田先生の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、山本委員に御出席をいた だいており ます。
きょうの会議全 体のスケジュ ールにつきま しては 、お手元に配 っております 、第11 0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、事務局から、本日の資料の確認をお 願いいたし ます。
○今西課長補佐

本日の資料の確認をいたします。

本日の資料です が、まず議 事次第、専 門委員の名簿 、座席表 、資料につ いては、資 料１、
資料２となっております。
それから、参考 資料１－１か ら参考資料１ －６を用意し ておりまし て、こちらに ついて
は、本日の議事（１）の審議に関連する資料となっております。
そのほか、参考資料２－１、参考資料２－２、参考資料３を用意して おります。
不足などがあれば、御連絡ください。よろしいでしょうか。
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
は送付いたしてお りますが、机 上のファイル で用意してお ります。必 要に応じ、適 宜御覧
いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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 等から、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。
以上になります。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

それでは、事務 局から、平成1 5年10月２日 の食品安全委 員会決定「 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 査審議会等へ の参加
に関する事項について、報告をお願いいたします。
○今西課長補佐

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、御報告いたします。
本日の議事につ いて、専門委 員の先生方か ら御提出いた だきました 確認書を確認 したと
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ころ、平成15年10 月２日委員会 決定の２の（ 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。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

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。
前回は、米国、 カナダ及びア イルランドか ら輸入される 牛の肉及び 内臓に係る食 品健康
影響評価について は、本評価依 頼に係るこれ までの経緯及 び３か国に 係る基本情報 につい
て、事務局から説明をいただきました。
その後、先生方 に審議いただ き、本評価の 進め方につき ましては、 私から提案さ せてい
ただいて、起草委 員を中心に審 議の要点の整 理、科学的な 知見等の確 認及び資料の 作成等
を行うこととしました。
起草委員ですが、高尾先生、筒井先生、八谷先生、横山先生にお願い いたしまし た。
本日の審議は、前回の続きになります。
議事（１）の審議に移りたいと思います。
本件は、米国、 カナダ及びア イルランドか ら輸入される 牛の肉及び 内臓に係る食 品健康
影響評価に関する 厚生労働省か らの評価依頼 の経緯につき ましては、 前回のプリオ ン専門
調査会でも、事務局から説明がありました。
経緯が少し複雑 でしたので、 評価の中身に 入る前に、事 務局から改 めて簡単に説 明して
いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○今西課長補佐

それでは、説明させていただきます。

資料といたしま しては、参考 資料１－１、 参考資料１－ ２、参考資 料１－３の３ つを使
って説明させてもらいます。
参考資料１－３ を見ていただ ければと思い ますが、今回 、米国、カ ナダ、アイル ランド
から輸入される牛 の肉及び内臓 に係る食品健 康影響評価と いうことで 、それぞれの 国のこ
れまでの経緯を示しております。
米国については、平成15年に、牛肉等の輸入が禁止されております。
カナダについても、同じ年に輸入が禁止されております。
アイルランドについては、平成12年に輸入が禁止されております。
その後、米国、 カナダについ ては、平成17 年に、20か月 齢以下の輸 入牛肉等に関 する評
価結果を答申いた しまして、そ の後、評価結 果を踏まえて 厚生労働省 が20か月齢以 下の輸
入を認めておりました。
その後、平成23 年12月に、20 か月齢から30 か月齢にした ときのリス クということ の評価
の諮問が厚生労働省からありました。
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その諮問が参考 資料１－１に なります。平 成23年12月の 諮問につい ては、（１） 国内措
置、（２）国境措 置にわかれて おりまして、 めくっていた だきますと 具体的な諮問 内容が
書かれております。
２の具体的な諮 問内容を御覧 いただければ と思いますが 、20か月齢 から30か月齢 という
部分、国境措置の アの部分につ いては、平成 24年10月に評 価結果を答 申しておりま す。そ
れを踏まえて、現 在、米国、カ ナダについて は、30か月齢 以下の牛肉 等の輸入が認 められ
ているという状況になっております。
次のページにい きまして、今 回、評価の審 議をいただく 内容につい ては、下線を 引いて
いるところですが （３）になり ます。具体的 な内容としま しては、国 際的な基準を 踏まえ
て、さらに月齢の 規制閾値を引 き上げた場合 のリスクを評 価、これが 厚生労働省か らの諮
問内容になってお りまして、米 国、カナダに ついては、こ の諮問に基 づいて、御議 論いた
だく形になっております。
アイルランドに ついては、同 じ内容になっ ていますが、 諮問の日が 違っておりま して、
参考資料１－２に なります。平 成25年４月に 諮問を受けて おりまして 、内容につい ては、
同様に、国際的な 基準を踏まえ て、さらに月 齢を引き上げ た場合のリ スクを評価と いうも
のになっております。
続きまして、もう一度、参考資料１－３に戻っていただければと思い ます。
平成28年８月に 、国内 の措置といた しまして 、健康と畜 牛のBSE検査 の廃止に関す る評価
結果を厚生労働省 に答申いたし まして、それ を踏まえて、 昨年の４月 、健康と畜牛 の検査
が廃止されたところです。
そういった国内 措置の見直し を踏まえ、昨 年４月、米国 、カナダ、 アイルランド を含む
14か国について（ ３）の評価を 進めてほしい という依頼が 、改めて厚 生労働省から にあり
ました。
それを踏まえて 、食品安全委 員会から厚生 労働省に対し て、評価に 必要な補足資 料の提
出を依頼しており まして、今般 、厚生労働省 から米国、カ ナダ、アイ ルランドに関 する補
足資料の提出があ ったというこ とで、提出の あった３か国 についての 評価を進めて いくと
いうことで、前回の専門調査会から審議を開始したところでございます 。
説明は、以上になります。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

ただいま説明い ただきました 件につきまし て、御不明な 点などはご ざいませんで しょう
か。よろしいですか。
繰り返しになり ますけれども 、本日の議題 は、米国、カ ナダ、アイ ルランドの３ か国に
つきまして、国際 的な基準を踏 まえて、さら に月齢の規制 閾値を引き 上げた場合の リスク
に関する評価依頼 でございます 。そういった ことを念頭に 置いていた だきながら、 審議を
進めさせていただきたいと思います。
評価の考え方に つきまして、 審議に移りま す。先ほど冒 頭で申し上 げましたよう に、高
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尾先生、筒井 先生、八谷先生 、横山先生 に起草委員を お願いしま して、起草委員を中 心に、
審議の要点の整理 などを作成し ていただいて います。今回 の審議では、評価方法につ いて、
起草委員の先生方 がまとめてく ださいました 案を御紹介い ただき、その 案をベースに して、
先生方のお考えを伺いたいと思います。
起草委員を代表 しまして、筒 井先生から御 説明をいただ きたいと思 います。よろ しくお
願いします。
○筒井専門委員

それでは、起 草委員を代表 いたしまして 、考え方に ついて、説明 をさせ

ていただきたいと思います。
説明するに当た って、これま でのリスク評 価の経緯につ いて、資料 １を使って、 事務局
に説明をお願いしたいと思います。
○大快係長

それ では、これま での食品安全 委員会の評価 の概要につ きまして、御 説明を

させていただきます。
資料１を御覧く ださい 。資料１は 、BSE対策 に係る食品安 全委員会の これまでの評 価の概
要をまとめたものでございます。
上の枠を御覧い ただければと 思います。国 内評価でござ います。201 2年10月評価 、こち
らは、先ほど事務 局から説明い たしました、 厚生労働省か らの諮問文 書のうち、月 齢条件
を30か月齢とする ことに関する 評価でござい ます。この評 価では、飼 料規制、食肉 処理工
程といったリスク 管理措置 、牛群のBSE感 染状況、こういったも のを確認した 上で、仮 にBSE
プリオンによる汚 染飼料を牛が 摂取するよう な状況があっ たとしても、牛におけるBS Eプリ
オン摂取量は 、感染実験 における英国B SE感染牛脳組 織１ｇ相当 以下と想定さ れること 、１
ｇ経口投与実験で は、投与後44 か月目以降に 臨床症状が認 められて、 中枢神経組織 中に異
常プリオンたん白 質が検出され たが、投与後 42か月目（46 か月目齢相 当以上）まで には、
検出されていない こと、こうい ったことから 、検査対象月 齢を30か月 齢とした場合 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、このよう に評価
をしております。
一方、下段の201 3年５月、201 6年８月評価 を御覧くださ い。国内に ついて、健康 と畜牛
のBSE検査は、昨年、既に 終了しており まして、つまり国内に つきましては 、月齢条 件が課
されていないとい う状況ですけ れども、そのB SE検査の廃止 に関するの 評価の考え方 でござ
います。 この ときの 評価で は、定 型BSE と非定 型BSE を分け て考え ており まし て、定 型BSE
につきましては、 満11歳になる まで、ほとん ど（約97％） が検出され 、また、日本 では11
年以内に出生した 牛に定型BSEが 確認されて いないことか ら、定型BSE の飼料チェー ンを介
した牛での循環が ほぼ途切れた ものと考えら れ、今 後、定 型BSEが発生 する可能性は 極めて
低いと評価したものでございます。
また、非定型BSE につきまして は、疫学的 に非定型BSEと 人のプリオ ン病との関連 を示唆
する報告はないと いうこと、非定 型BSEは自然 発生的に発生 するものこ とが示唆され ており
ますけれども、そ の発生頻度が 極めて低いと いうこと、Ｈ 型につきま しては、動物 実験で
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は、人への感染の 可能性は、今 のところ、確 認できていな いというこ と、Ｌ型につ きまし
ては、SRM以外の組 織の感染性は 極めて低いと 判断できると いうこと、こ ういったこと から、
健康牛のBSE検査を 廃止した場合 のリスクの 差は、非 常に小さく 、人へ の健康影響は 無視で
きるという結論になっております。
以上が国内の月 齢条件に関す るこれまでの 評価の考え方 です。次に 一番下の輸入 月齢に
関する評価と書い てあるところ を御覧くださ い。輸入牛肉 等の月齢条 件に関しては 、今回
の米国、カナダ、 アイルランド の３か国を含 む14か国につ いては、国 内評価の上段2 012年
10月の評価と同様 の評価、すな わち、月齢条 件を30か月齢 とした場合 の評価につい て、既
に終了していると ころでござい ます。一方、 先ほどの諮問 文書の説明 にもありまし たけれ
ども、国際的な基 準を踏まえて 、さらに月齢 を引き上げた 場合のリス クに関する評 価は、
この14か国については、まだ行われていないという状況でございます。
説明は、以上でございます。
○筒井専門委員

ありがとうございました。

それでは、以上 の経緯を踏ま えまして、今 後、輸入牛肉 の月齢を引 き上げた場合 のリス
クについて、どの ように評価し ていくか、起 草委員が提案 する考え方 を御説明させ ていた
だきます。
お手元の資料２ の１ページ目 です。先ほど 話がありまし た、国内健 康と畜牛につ いて、
BSE検査の廃止の評 価が、今回の 月齢の引き上 げについての リスクの考 え方になるの ではな
いかということで 、どの ような考え方 を持って 、国内健康 と畜牛のBSE の検査の廃止 の評価
をしたかということについて、少し振り返ってみたいと思います。
左にあります生 体牛のリスク は、牛群の感 染状況でござ いますけれ ども、まずこ れを評
価するということです。
右のボックスに あります、食 肉処理に関連 したリスクは 、食肉処理 工程等、いわ ゆる暴
露のリスクを下げる措置です。
これらを総合的 に判断して、v CJDの発生の リスクという ことで、総 合的に評価を 行う仕
組みでやってまいりました。
具体的に言いま すと、例えば 牛群の感染状 況であります 生体牛のリ スクを考えま すと、
輸出国の飼料規制 でありますと か、輸入規制 が適切に実施 されている か、また、そ れらを
監視するためのサ ーベイランス が一定程度き っちり実施さ れているか ということ、 それか
ら、１つの目安と して、これは 国内なのです けれども、先 ほどありま したように、1 1年た
ちますと、97％が発生 してくるだろ うということ から、11年以内に 生まれた牛で、定 型BSE
が発生していなけ れば、今後、 発生する可能 性は非常に低 いだろうと いう判断、推 定をし
てまいりました。
一方、 食肉 処理に 関連し たリス クとい うと ころで は、人 への暴 露とい う観 点から 、SRM
の除去、と畜前の 検査をきっち りしている、 ピッシング等 がと畜場で やられていな いとい
うこと、こういっ た措置が適切 に実施されて いれば、人へ のリスク、 食肉からの暴 露リス
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クというのは、非常に低減されるだろうと。
この２つを総合 的に判断いた しまして、最 終的にはvCJD の発生リス クということ で、先
ほど申しました２ つのリスクの 管理措置を前 提といたしま して、牛の 肉等から人が 暴露す
る可能性は極めて 低いだろうと いうことで、 評価結果とい たしまして 、検査月齢を 条件な
しとした場合であ っても、人へ の健康影響は 無視できる。 このような 考え方で評価 してま
いりました。
次のページを見 ていただきま して、現在、 状況もかなり 変わってき たのではない かとい
うことで、我々は考えました。
現状を見てみま すと、最近では 、BSEの発生 件数が非常に 少なくなっ てきていると いうこ
とで、参考資料１ －４を御覧い ただけますで しょうか。こ れが現在の 世界の発生状 況とい
うことで、時系列 に見たもので すけれども、 一時は、御承 知のように 、イギリスを 中心に
３万頭を超えるよ うな発生があ りました。と ころが、現在 では、2016 年、2017年、2 018年
の表を見ていただ くとわかるの ですが、ほぼ 非定型の発生 でありまし て、いわゆる 定型型
のBSEの発生という のは、非常に少な い、１件あるか、ない か程度にま で落ち込んで きてい
ます。世界全体で 見ると、発生 がほとんど確 認されないよ うな状況に なってきてい ると言
えるということで す。これは、 我々がこれか ら評価しよう としている 国でも同様に 、生体
牛のリスク、先ほ ど申しました 感染状況が大 幅に下がって きていると いう状況が、 １つ言
えるのではないかと思います。
もう一点、vCJD のことなので すけれども、 これにつきま しては、参 考資料１－５ を御覧
ください。主にコ ドンのメチオ ニンホモの人 の発生なので すけれども 、これも御覧 いただ
きましたように、2 016年、2017 年、2018年と かなり減って きている。 ここでは収束 に近い
という、かなり踏 み込んだ書き 方をしている のですけれど も、発生数 もかなり減っ てきて
いるということがあります。
資料２の２ペー ジ目に戻って いただきます と、冒頭の諮 問の中に、 国際的な基準 を踏ま
えてというお話し がございまし た。国際 基準では 、現在、ど うなってい るかといいま すと、
OIEの国際基準では、リ スク管理措置 が適切にや られていると、こ こに書いてあ ります、無
視できるリスク国 、管理された リスク国、こ ういった国で は、特に月 齢条件なしで 、食肉
等の骨格筋、肉及 び肉製品につ いては、輸入 を認めている 。骨格筋に ついては、条 件がな
いということです。も ちろんSRMの除 去はあるの ですけれども、こ ういったもの 以外は、特
段国際基準上には 設けていない 状況にありま す。これが我 々が考えら れる現状とい うこと
です。
次をお願いしま す。現状を踏ま えて、どうい うことが考え られたかと いうことにつ いて、
整理をしたものが、この表であります。
上のイメージと いうところに 書いておりま すが、以前の 状況は、発 生国の中でも 、発生
状況が異なってお りました。し たがって、発 生が継続して いる国もあ れば、そこそ こ発生
がなくなってきて いる国もある という状況で 、こういった 生体牛のリ スクを正しく 評価し
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ていく必要がある だろうという ことで、生体 牛のリスクを 評価した上 で、食肉処理 に関す
るリスク、人への 暴露という観 点からの管理 措置の評価、 ２つをあわ せてやってお りまし
たけれども、現在 は、先ほど申 しましたよう に、生体牛の リスクとい うのは、大幅 に低下
してきている状況 で、生体牛側 の評価といっ たところで、 リスク自体 が下がってき ている
ということからす ると、これま でよりは、よ り食肉処理、 人への暴露 といったもの を中心
に評価していくべ きではないだ ろうか。逆に このような生 体牛のリス クが大幅に低 下して
いる状況では、こ こに着目して も、それほど 大きなリスク の振れは出 てこないので はない
かということで、 そこに書いて おりますよう に、全体のリ スクに対す る生体牛のリ スクの
寄与は、相対的に 減少してきて いるというこ とから、食肉 処理に関連 したリスクを 今後の
評価の中心にして いくというこ とで、そうい う考え方にし てはどうか ということで ござい
ます。
評価方針に関す る起草委員か らの提案とい たしまして、そこに書いて います。これ まで、
生体牛については 、11年以内に 発生があった か、ないかと いうことを 、今後、発生 がない
という１つのメル クマールにし てきたのです けれども、現 状、生体牛 のリスクが大 幅に低
下してきていると いう状況を踏 まえれば、① に書いており ます、飼料規 制であります とか、
②に書いておりま す、食肉に関 するリスク管 理措置、こう いったもの が適切に実施 されて
いることが確認で きれば、月齢 条件の変更に 伴う人への暴 露、vCJDの 発生リスクと いうも
のが、11年以内に 、例えば１件 発生があった からというこ とで、大き く変わるかど うかと
いうことになると、ほとんど変わらないのではないかということが考え られました 。
次のページをお 願いします。 今のお話しを まとめますと 、評価の方 針のポイント と上に
書いております。 現在の発生状 況・リスク管 理措置の実施 状況を踏ま えれば、人へ の健康
影響を評価する上 で、今まで国 内措置に適用 していました 、11年以内 に発生があっ たかど
うかということで はなくて、む しろ適切なリ スク管理措置 の実施・継 続のもとで生 産され
た肉・内臓の安全 性に着目して 検証すること を、評価の方 針としては いかがかとい うこと
が、提案であります。
考え方の案を書いております。
１つは、リスク 管理措置の点 検ということ で、当然のこ とながら、 先ほど申しま した飼
料規制であります とか、SRMの除去、こう いったものに ついては、確実 的に点検をし ていく
ことが必要であろうと思います。
定型BSEですが、 先ほどのリス ク管理措置 が十分にやら れている状況 において、定 型BSE
のvCJD の発 生 リス クが 極め て低 い水 準 に達 して いる かど う かと いう こと につ い て、 その
国々について、評価していくということであります。
非定型BSEにつき ましては 、国内評価 と同様に 、リスク管 理措置が適 切に実施され ていれ
ば、人への暴露の 可能性が非常 に低いという ことで、人の プリオン病 発症の可能性 は非常
に低いと考えては いかがかとい うことで、こ のような方針 で、今後の ３か国、今後 の国々
について評価して いってはどう かということ が、今回、起 草委員の中 で話し合われ た結果
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でございます。
以上です。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

筒井先生に代表 して説明して いただきまし たけれども、 他の起草委 員の先生方か ら、補
足事項などはございますか。
八谷先生、横山先生、いいでしょうか。
○八谷専門委員

結構です。

○横山専門委員

結構です。

○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

ただいま御説明 いただきまし た評価の考え 方に関して、 起草委員の 先生方が提案 してく
ださった案につい て、御質問や 御意見をいた だきたいと思 いますが、 その前に、き ょう、
欠席されている先生方からの御意見等はございますでしょうか。
○大快係長

欠席 されている専 門委員の先生 方には、事前 に資料をお 送りさせてい ただき

ました。欠席の専門委員の先生方からは、御意見等はございませんでし た。
以上でございます。
○眞鍋座長

ありがとうございます。

それでは、ただ いまの御説明 につきまして 、専門委員の 先生方から 、御質問ある いは御
意見をいただきたいと思います。
中村先生、どうぞ。
○中村（好）専門 委員

意見で ございますが 、資料２の２ 枚目の真ん 中あたりです けれど

も、ただいま筒井 専門委員から 御報告いただ きましたよう に、vCJDの 発生状況につ きまし
て、参考資料１－５にあるように、収束に近い状況ということです。
ただ、１つ問 題になります のは、201 6年に発生い たしました 、コドン129 のメチオニン ・
バリンのヘテロ例 でございます 。これにつき ましては、従 来からはい ないというこ とで、
メチオニンホモし か、vCJDは発 生しないので はないかとい う考え方と 、感染しても 、潜伏
期間が長いのでは ないかという 考え方があっ たのですけれ ども、この １例以外にも 、確か
に感染していると いうことが 、虫垂で確 認されたとか 、そうい った例もござ います。ただ、
まだ１例だけでございます。
もう一つは、御 存じのように 、西洋人は、 メチオニンの ホモが６割 程度でござい ますけ
れども、日本人は ９割以上がメ チオニンのホ モでございま して、バリ ン絡みが少な いとい
うこともございま して、資料２ の２枚目の真 ん中あたり、 実際の発生 状況を踏まえ て、人
へのリスクを考慮 してもよいの ではないかと いう考え方に ついては、 このままvCJD の発生
状況は情報収集を 続けて、様子 を見るという 条件のもとに 、この方針 でよろしいの ではな
いかと推察しております。
以上です。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。
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中村先生のコメントにつきまして、御意見はございますか。
先生がおっしゃるとおりで、フォローを続ける必要性は高いだろうと 思います。
事務局から何かコメントはございますか。特段ありませんか。
細かいことにな るのですけれ ども、例えば カナダとか、 アイルラン ド、あるいは フラン
スは、出生年で見て、非常 に長い期間、定型 型のBSEの発生 が途絶えて いたと考えら れるの
ですが、近年、そ れぞれ１頭ず つではござい ますけれども 、発生が確 認されており ます。
その結果、11 年以内に生 まれた牛の定 型BSEの発生が あるという 状況になって いますが 、こ
のような状況につ きまして、今 後どういうふ うに考えるか 、専門委員 の方々の御意 見がご
ざいましたら、お願いいたします。
どうぞ。
○筒井専門委員

我々が一番心 配するのは、 そういった発 生が、リス ク管理措置が うまく

行っていないとい うことなので あれば、これ は前提を覆す ことになり ますので、当 然個々
の事例については 、各国の評価 の中で精査を していく必要 があると思 います。それ がリス
ク管理措置が破堤 しているとい う証拠になっ ていないとい うことは、 確認する必要 がある
と思います。
○眞鍋座長

１頭 いるというこ とは、そのバックグ ラウンドとし て、10 0頭ぐらいい ると考

えることもできる かもしれませ ん。そういう 中で、今回、 起草委員の 先生方に提案 してい
ただいた案は、飼 料規制がちゃ んとコントロ ールされてい て、システ マチックに破 綻して
いない、そういっ たことが前提 で、こういう 考えになって いるわけで すけれども、 それが
どうなのだろうか ということは 、何か担保し ていく、ずっ とモニタリ ングしていく 方法と
か、そういうこ とも考える 必要があるか もしれません 。そのあ たりは、いかがでしょ うか。
現状のBSEの発生 状況ですとか 、リス クの管理措置 の実施状況 を踏まえます と、月 齢条件
を変更したことで 、定型B SEによる人へ の健康影響を 評価する上 で、生 体牛のリスク につい
て、11年以内か否 かということ を目安とする 必要はないよ うに私は思 います。むし ろ適切
にリスクの管理が されているか どうか、そう いう実施がさ れているか、継続されてい るか、
そういうもとで生 産された人間 の食べ物、肉 とか、内臓で あるか、そ の安全性を検 証する
形で、現在、提案 していただい ているような 考え方は、そ れはそれで 、方向として は良い
のではないかと思 うのですけれ ども、ただ、 その考え方の 前提となる 部分の担保も 考える
必要があるかと思います。そのあたりは、いかがでしょうか。
どうぞ。
○横山専門委員

まさにリスク 管理措置が変 わらない、飼 料規制が適 正に担保され ている

かどうかというこ とが、提案してい る評価の考え 方の基礎にな る部分で、１例、BSE が出た
ということ、それだ けで判断する のではなく て、１例の疫学 調査がどこ までされてい るか、
また、付随して、 国内でも同じ ですけれども 、その国の飼 料規制が破 綻している危 険性が
ないということが 、担保できる ような調査が 必要になって くるのだと 思います。単 に１例
発生したからとい うことだけで どうこうで判 断するのでは なくて、さ らにそこから 踏み込
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んだ調査なり、ど ういうことを 確認すれば良 いのかという ことを、逆 にこの専門調 査会の
中で議論しておくことも必要なのではないでしょうか。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

○大快係長

座長、よろしいでしょうか。

○眞鍋座長

どうぞ。

○大快係長

補足 になります。 ただいま横山 専門委員から 、飼料規制 等のリスク管 理措置

の実効性の確認に 関連して 、疫学調査に ついて言及が ございました けれども 、特に、近年、
それぞれ１例ずつ 定型BSEの発生 が確認され ておりますカ ナダ、アイル ランド等の国 に関し
ましては、評価に 必要な補足資 料を食品安全 委員会から厚 生労働省に 求めた際に、 詳細な
疫学調査の報告書 についてもデ ータの提出を 求めていると ころでござ います。した がいま
して、今後の御審 議に当たって の審議の材料 となる疫学調 査のデータ といたしまし ては、
該当のものは、既に厚生労働省から提出いただいているという状況でご ざいます。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

ほかの先生方から、御意見はございますでしょうか。よろしいでしょ うか。
それでは、そう いったことも 踏まえまして 、今回、大き な方向性と しましては、 起草委
員に考えていただ きました案に 沿って、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）
○眞鍋座長

ありがとうございます。

それでは、方向 性としては、 合意が得られ たということ で、起草委 員の先生方に おかれ
ましては、本日の 審議も踏まえ まして、各国 の状況の点検 作業を進め ていただいて 、より
結果を詰めていただきたいと思います。
どうぞ。
○今西課長補佐

先ほど大快か らも説明があ りましたカナ ダ、アイル ランドから疫 学調査

に関連して、前回 の専門調査会 でアイルラン ドの症例につ いて山本委 員から質問が ありま
したけれども、今 後各国につい てそういった 状況を御審議 いただくと いうことです ので、
山本委員の御質問 についても次 回以降で説明 させていただ きたいと考 えております が、よ
ろしいでしょうか。
○眞鍋座長

わかりました。ぜひよろしくお願いします。

それでは、引き 続きまして、 議事（２）そ の他になるの ですけれど も、事務局か ら報告
があると伺っていますので、よろしくお願いします。
○今西課長補佐

それでは、参考資料２－１、参考資料２－２になります。

こちらは、これ まで食品安全 委員会の評価 を厚生労働省 に通知する 際に、いわゆ る飼料
規制等の実施状況 について、定 期的に報告を してください という通知 をしておりま して、
それに基づいて、 厚生労働省及 び農林水産省 から４月の食 品安全委員 会に報告があ りまし
たので、報告内容を事務局から説明させていただければと思います。
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厚生労働省からの報告が参考資料２－１になります。
めくっていただきまして、国内のBSEのスクリーニング検査になりま す。
（２）は「今年度」になっているのですが「29年度」になります。
29年４月から健 康と畜牛の検 査が廃止され ているという ことで、検査 の対象になる のは、
症状を呈する牛、 その他の牛に なります。そ の他の牛につ いては、24 か月齢以下で 、神経
症状が疑われた起 立不能の牛な どを検査して いるというこ とで、全体 として、症状 を呈す
る牛が1,909頭、そ の他の牛が３ 頭というこ とで、1,912頭 を検査いた しまして、全 て陰性
であったという形で、報告をいただいています。
次のページにな りますが、国内のと畜場 でのBSE対策 です。こ れも、毎年 、厚生労 働省が
調査をしておりまして、その調査結果になります。
現在、と畜場と しましては、 牛のみのと畜 場が75施設、 牛とめん山 羊をそれぞれ やって
いるところが60施設、めん山羊のみというと畜場が４施設という形にな っておりま す。
スタンニングに ついては、ス タンガンを使 用していると ころ、と畜 ハンマーを使 用して
いるところ、併用 しているとこ ろ、それぞれ あるのですが 、圧縮した 空気またはガ スを頭
蓋腔内に注入する方法をとっていると畜場は、ないという形になります 。
３の月齢による 分別管理の部 分なのですが 、これまで48 か月齢で検 査をしている ところ
は、48か月齢で分 別管理をしな ければいけな かったのです が、今回、 その部分が、 健康と
畜牛の検査の廃止 とともになく なりましたの で、30か月齢 以下と30か 月齢超に区別 して分
別しているところ は69施設、全 ての牛の頭部 、脊髄を特定 部位として 取り扱ってい るとこ
ろが66施設ということになっております。
分別管理の方法 としては、曜 日で分けたり 、時間で分け たりという ところ、タグ で分け
ているところという形になっております。
めくっていただきまして、４番目は、いわゆるSRMの除去に関する部 分です。
牛の頭部につい ては、30か月 齢以下の牛の 頭部を食品と して使用し ていないとこ ろが多
くて、88施設になっております。
また、しっかり と除去してい るということ を、処理後に と畜検査員 が確認をして いると
いうところは、134施設、そ もそも30か月 齢超の牛は、受け 入れていな いというとこ ろが１
施設ということで 、しっ かりとSRMが除 去されている ということ は、と 畜検査員の確 認を受
けているということになります。
もう一つの舌扁 桃の除去につ いては、左右 の最後位有郭 乳頭を結ぶ ラインで垂直 に切る
というところ、最 後位有郭乳頭 から舌根側、 表面のほうに 舌扁桃があ りますので、 表面を
そぐような形でカットしているところが、93施設ございます。
その他について は、最後位の 有郭乳頭では なく、もっと 先、最前位 の有郭乳頭で 切断し
ている施設があると聞いています。
SRMの焼却につい ても、と畜場内で焼 却していると ころ、委託して焼 却している等 がある
ということでございます。
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と畜場の処理に 関して、文書の 策定に関す る部分で、いわ ゆるSSOPに 関して不備が あり、
指導した施設とい うのが、今回 、２施設あっ たということ で、指導内 容については 、一番
下のところになる のですが、１ 件については 、保管してい る特定部位 の数量を適切 に確認
し、保管許可期限を十分に把握することという指導内容になっておりま す。
もう一つの指導 内容ですが、 分別管理につ いては、ガイ ドラインが 作成されてい るとこ
ろなのですが、ガ イドラインに 基づき作成さ れた標準作業 書について 、適切な改訂 をして
くださいというこ と、標準作業 書に基づいて 、その遵守を 行うことと いう指導内容 があり
ます。
戻りまして、８ 番になります 。HACCPに関 することとい うことで、HA CCPによる衛 生管理
を行っていると畜場は、BSE以外の部分も含むのですが、52施設管理を している。
また、HACCPの中 で、いわゆる 月齢による 分別管理・特 定部位の取り 扱いをCCPと して入
れているところは、52施設のうち、１施設という形になっております。
次のページは、 食品安全委員 会の評価を踏 まえて、30か 月齢以下で 輸入を認めて いると
ころですが、各国 の輸入実績と いうことで、 米国、カナダ 、フランス 、オランダと いう形
で、イタリアまでの輸入実績の表になります。
輸入に当たって は、検疫所で 輸入条件の違 反がないかと いう検査を しているので すが、
平成29年４月１日 以降、不適合 事案があると いうことで、 不適合事案 についての資 料にな
ります。
こちらについて は、それぞれ の国、１件ず つありますが 、不適合の 内容について は、扁
桃の除去が不十分であったという形での報告になっております。
こういった不適 合事案があれ ば、施設にお ける取り扱い が適切にで きるかどうか の確認
等は、厚生労働省が行っていることになります。
参考１になりま すが、B SE対策の経緯 ということで 、厚生 労働省の資 料にも含まれ ており
ます。
参考２になりま すが、B SE発生国への 対応というこ とで、食品安全委 員会で評価を してい
る中で、英国につ いては、一番 下になるので すが、輸入条 件を協議中 ということで 、まだ
輸入はされていない形になります。
以上が、厚生労働省からの報告になります。
続きまして、参考資料２－２、農林水産省からの報告になります。
こちらについて は、いわゆる 飼料規制の実 効性の確保と いう形で、 輸入飼料に係 る交差
汚染の防止の観点 、販売業者に おける規制の 徹底の観点、 牛飼育農家 における規制 の徹底
の観点、製造段階 における規制 の徹底の観点 、それらの観 点において 、調査をして いると
ころです。
１つ目、輸入飼 料に係る交差 汚染の防止と いうことで、 これは飼料 安全法に基づ いて、
輸入業者からの届 け出というこ とになってお りまして、28 年度につい ては、輸入さ れた飼
料の29点について、FAMICで検査した結果、牛由来のたん白質は検出さ れなかった。
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具体的には、後 ろに別表１が ついておりま して、28年度 に検査した 点数、29点の 内容に
なっております。
続きまして、販 売業者に対す る規制の徹底 です。こちら は、都道府 県がやってお ります
が、飼料または飼料添 加物の販売事 業場は、全国に約 １万6,000カ 所あるのです が、それに
対する検査を773件 実施しており まして、法令 違反につなが る可能性の ある不適合が ４件あ
ったということです。
こちらは別表２ の１というこ とで、一番後 ろのページを 見ていただけ ればと思いま すが、
一番上に販売業者 の４件とあり ますが、内容 といたしまし ては、Ａ飼 料、牛用の飼 料、Ｂ
飼料、牛以外の飼 料というもの の分離保管が 不十分であっ た。こちら については、 そもそ
も飼料は袋に入っ ておりますの で、袋の中身 が交わること はないので すが、しっか りと袋
の置く場所も分け てくださいと なっておりま すので、そこ を徹底させ たという内容 になっ
ております。
続きまして、３ 番になります が、牛飼育農 家に対する規 制の徹底と いうことで、 こちら
も都道府県で行っ ているのです が、６万8,90 0農家に対し て、検査を3, 709件実施し ており
ます。こちらについては、法令違反につながる可能性のある不適合はな かった。
また、地方農政局も やっておりま して、こちらは、飼料 の使用実態を 500件調べて おりま
して、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形に なっており ます。
めくっていただ きまして、４ 番目、製造段 階における規 制の徹底に なります。こ ちらは
FAMICと都道府県が 行っておりま して、飼料等の製造 事業場とい うことで 、例えば配 合飼料
メーカーであった り、単体飼料 の製造業者、 これらが3,26 9カ所ありま す。これに対 して、
756件実施しており ます。法令違 反につながる 可能性のある 不適合は４ 件あったとい うこと
です。
内容については、先ほども見て いただきま したが、一番後 ろのページに なりまして、FAMIC
で確認したものが ３件というこ とで、内容的 には、帳簿の 記載事項の 不備が１件、 表示票
の未作成が１件、大臣確認変更申請の不備が１件という形になっていま す。
また、都道府県 でやられた調 査は１件とな っておりまし て、こちら は、飼料と肥 料の分
離保管が不十分であったということになっております。
これらの不適合 については、 端緒として、 飼料安全法第 ３条第１項 の規定による 基準ま
たは規格に適合し ない飼料が製 造された事例 はなかったと いうことで 、確認をされ ている
ところです。
以上になります。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

ただいまの事務 局の報告内容 につきまして 、専門委員の 先生方から 、御質問事項 はござ
いますか。特段ございませんか。よろしいでしょうか。
どうぞ。
○山本委員

レン ダリング業者 の検査とか、 そういうもの は、どこが やるのですか 。報告
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には入っていません。
○眞鍋座長

化製場の検査ですか。

○大快係長

具体 的には確認い たしますけれ ども、農林水 産省でやっ ておりまして 、動物

性たん白質を含む 飼料を製造す るときは、大 臣確認という もので、き ちんとした工 程で作
製されたものであ るかを 、事前にFAMIC 等が立入検査 して、調査するこ とになってお ります
が、その際、動物 性たん白質の 原料となりま す、レンダリ ング事業者 で、牛とそれ 以外の
動物のた ん白 質のラ インの 分離が 行われ てい ること であり ますと か、牛 であ っても 、SRM
と死亡牛のライン とそれ以外の ラインがきち んと分かれて いるという ことは、確認 されて
いるものと承知しております。
○山本委員

そう いう質問をし ましたのは、 各国に質問状 を投げかけ るときにも、 化製場

のことは、質問 事項に入っ ていたと思い ます。そ ういう中で 、飼料規制 の現状を見る 上で、
１つ外せない部分もあるということで、点検事項に入ると考えておりま す。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。
○横山専門委員

B SE対策の経緯 に伴って、S RMの範囲が変 わってきて いますけれど も、そ

の変化に伴うリス クが生じてい ないというこ とも、ここで ちゃんと担 保しておかな いと、
そこが抜け落ちていると思いました。
○眞鍋座長

我が 国だけではな くて、外国に 対してもとい うことです か。そうでは ないの

ですか。
○横山専門委員

両方に関係し てくると思い ますけれども 、SRMは完全 に焼却処分さ れてい

た。それは皆さん 理解できるの でしょうけれ ども、そうで はなくて、 範囲が除外さ れた、
例えば月齢がそれ に満たないよ うなものが、 ちゃんとエサ に回ってい ないというこ とを確
認しておく、また、そういう処理 方法が続けら れているとい うことを確 認しておくこ とが、
飼料規制または対 策が遵守され ているという ことの評価に つながるの ではないかと 思いま
す。
○眞鍋座長

わかりました。

よろしいでしょうか。
○大快係長

日本 も含めて 、海外の状 況に関しまし ても、S RMの利用に ついてはこれ まで評

価でも見てきては おりますけれ ども、現在御 審議いただい ている評価 につきまして も改め
て確認するということかと認識しております。
○眞鍋座長

どうぞ。

○中村（桂）専門 委員

質問な のですが、参 考資料２－１ の最後から ３ページ目に 、輸入

条件不適合事案の 一覧がござい ますけれども 、公表日と解 除日とある のですが、解 除され
る基準といいます か、どのよう な基準で解除 されているの か、教えて いただければ と思い
ます。
○今西課長補佐

不適合事案が あれば、まず は当該施設か らの輸入を とめるという 作業を
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いたしまして、当 然ながら、改 善措置とか、 そういったも のがどうい う内容なのか という
ことを確認いたし まして、不適 合が起こらな いような、今 後の措置な どもしっかり 確認い
たしまして、それ が確認できれ ば、解除する という形には なるのです が、具体的に 一つ一
つの事例がどういう解除項目かということは、私も、今、存じておりま せん。
○中村（桂）専門 委員

具体的 に施設名が特 定されている わけですけ れども、その 施設は

海外ですので、当 該政府を通じ て報告される のだと思うの ですが、こ ちらとして、 確認で
きる確かなプロセ スが担保され ていれば、結 構だと思うの ですけれど も、そうなっ ている
とは思うのですが 、例えば新し い施設がふえ てきたり、国 によって、 各施設の管理 の仕方
が変わったときに 、どのように 対応するかと いうことは、 注目する点 の１つではな いかと
思いました。
○今西課長補佐

ありがとうございます。

詳細について承 知していない 部分もござい ますので、一 度、厚生労 働省に、先生 の御指
摘の点を確認させてもらえればと思います。後ほど報告させていただき ます。
○眞鍋座長

それでは、確認をよろしくお願いいたします。

ほかに先生方から、御質問とか、御意見はございませんか。どうぞ。
○水澤専門委員

技術的なこと なのですけれ ども、先ほど の輸入飼料 の交差汚染の チェッ

クですが、牛由来 のたん白質を チェックする 方法、ミック スしてしま った場合、見 た目で
はわからないと思 うのですけれ ども、これは どんなふうに すると、わ かるのでしょ うか。
参考までに、教えていただければと思います。
○大快係長

事務 局で承知して いる範囲です けれども、輸 入飼料に限 らず、国内の 飼料に

関しましても、そ ういうものが 入っているか どうかという のは、チェ ックする方法 があり
まして、３つの方 法で行われて おります。一 つは顕微鏡検 査で、動物 の骨とか、そ ういっ
たものが入ってい ないかという ことを顕微鏡 で確認すると いうもの、二 つ目がPCRを 使った
検査、もう一つ は、ELISA を用いてもの 、その３ つの方法で 、検査がお こなわれてい ると承
知しております。
○水澤専門委員

骨はいいと思 います。目で見て、骨 はわかると思 うのですけれ ども、PCR

であれば遺伝子を 対象としてい ます。ですか ら、牛スペシ フィックな 遺伝子配列が あるの
ですか。それか ら、ELISA はたん白質で す。たん 白質そのもの に特有のたん 白質がある 、抗
体があるということでいいのでしょうか。
○大快係長

それ に関しまして、具 体的に見てい るものとして は、例えばPCRで すと、ミト

コンドリアDNAを検 出しておりま す。牛用 のエサは、牛のみなら ず、日本で は、動物 性たん
白質全般を使って はいけないと いうことにな っていますの で、その場 合は、それら に広く
共通する配列を検 出しておりま すし、逆に豚 や鶏といった 動物のエサ に関しまして は、牛
由来のものは入れ てはいけない ということに なっています ので、そう いうものがま じって
いないことを確か めるために、 牛にスペシフ ィックな配列 を検出する ようにしてい ると、
承知しております。
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○水澤専門委員

牛スペシフィックというものが、あるわけですね。

○横山専門委員

はい。

○水澤専門委員

テクニカルに 、かなり難し いのではない かと思って 聞いていまし た。わ

かりました。
○眞鍋座長

ほかに先生方から、御質問等はございませんでしょうか。

どうもありがとうございます。
それでは、続いて、参考資料３につきまして、事務局から御報告をお 願いします 。
○大快係長

参考資料３について、御報告させていただきます。

参考資料３を御覧いただければと思います。
CWDのファクトシ ートにつきま しては、昨年 、水澤専門委 員からの御提 案に基づきま して、
事務局で作成させ ていただきま して、昨年10月の第1 07回プリオ ン専門調査会 で、内 容を御
審議いただきまし た。その後 、第670回 食品安全委員 会に報告し て、現在 、食品安全 委員会
のウエブサイトで公表させていただいております。
こちらのファク トシートにつ きましては、 昨年10月に公 表しており ますけれども 、その
後も新たな情報が あれば 、情報を更新 することにし ておりまして 、諸外 国で新たなCW Dが確
認された際などに は、数字の更 新などをこれ までも何回か 行っており ます。今般、 新たに
公表された論文等 、新たな情報 として幾つか 大きなものが ございまし たので、専門 調査会
の場で、御報告という形でさせていただきたいと思います。
１ページ目の２ の発生状況を 御覧ください。これまで、CWD は、米国、カナダ、韓国、ノ
ルウェーの４か国 で発生が確認 されていたと ころでござい ますけれど も、今般、新 たにフ
ィンランドにおい ても、C WDの発生が確 認されたとい う情報がご ざいましたの で、こ ちらの
発生国にフィンラ ンドをつけ加 えて、列記を した上で、１ ページ目の 下の３行にな ります
けれども、そこにフィンランドで発生があった旨を記載しております。
フィンランド政 府のホームペ ージの情報に よりますと、 当該症例は 、ヘラジカの 症例で
ございますけれど も、これがノ ルウェーで確 認されたヘラ ジカのもの と類似してい るとい
う情報が記載されておりましたので、その旨も記載しております。
３ページ目を御 覧いただけれ ばと思います けれども、図 ３というと ころですが、 ここに
は、これまでノル ウェーの地図 だけを掲載さ せていただい ておりまし たけれども、 北欧全
体の地図としまし て、ノル ウェー、フ ィンランド 、それから 発生はござ いませんけれ ども、
スウェーデン、この３か国をあわせて掲載させていただいております。
３つの国のうち 、一番右側が フィンランド になりますけ れども、フ ィンランドの 中央の
右寄りにございま す青丸が、今回 、新たに確認 された症例を 示している ものでござい ます。
フィンランドで の発生に関係 いたしまして 、７ページを 御覧いただ ければと思い ますけ
れども、７ページ 目の真ん中あ たり「なお、 日本において は」という パラグラフで すが、
農林水産省は 、家畜防疫 の観点から 、CWD発生 国から鹿科動 物及び鹿科 動物由来畜産 物の輸
入停止措置を講じ ているという ことと、厚生 労働省は、関 係事業者に 対し、これら の国か
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ら輸入を行わない ように指導し ているという ことでして、 今回のフィ ンランドでの 発生に
関しましても、両省が同様に、このような措置を講じたということを承 知しており ます。
続きまして、４ ページにお戻 りいただいて もよろしいで しょうか。 ４ページ目以 降の部
分につきましては 、人に対する 影響というこ とで、査読を 受けた科学 論文として公 表され
ている、人への感 染性に関する 情報をここで まとめてござ います。こ こに記載の事 項につ
きましても、新たなものがございましたので、御報告させていただきま す。
５ページ目の（ ２）ヒトモデ ル動物への投 与実験、①サ ルへの投与 実験というと ころを
御覧いただければ と思いますけ れども、上か ら３行目、パ ラグラフで いうと、２つ 目のパ
ラグラフになりま す。Rac eらとありま すが、こちらは米国N IHのロッキ ーマウンテン ラボラ
トリーのチームで すけれども、この 文献が新たに 出ています。この チームは、これま でCWD
に感染したシカ科 動物の脳をリ スザル、カニ クイザルに脳 内接種又は 経口投与を行 いまし
て、感染が成立するかどうかを見る実験を行っておりました。
このチームは、 これまで２回 、中間報告と して、論文を 発表してお りましたけれ ども、
一部カニクイザル について、伝 達の有無の確 認が終了して いないとい う状況になっ ており
ましたものが、今 回、全ての実 験が終了した ということで 、最終的な 論文が公表さ れまし
た。
内容といたしま しては、リ スザルは 、CWDプリオン に対して 、高い感受性 を持つ一方 、カ
ニクイザルに関し ては、全ての カニクイザル への感染は認 められなか ったというも のでご
ざいます。
こちらの感受性 の違いにつき まして、著者 らは、進化学 的には、カ ニクイザルは 、人に
より近縁であり、人もCWDに対して耐性を持つだろうと考察しておりま す。
このチームの論 文のほかにも 、カニクイザ ルに対しまし ては伝達が 成立しないと いう論
文が複数出ており ます。その一 方で、ここに は記載してお りませんが 、カニクイザ ルの伝
達実験につきまし ては、論文に はなっていま せんけれども 、カナダの チームも、現 在、実
験を行っておりま して、そちら では、一定の 条件のもとで は、伝達が 成立すること を示唆
する内容だと聞い ております。 まだ論文には なっておりま せんけれど も、そちらに ついて
も、注視してまいりたいと考えております。
６ページを御覧 ください。５ 、その他の関 連知見という ところの② 牛への感染に 関する
知見を御覧くださ い。牛 への感染につ きましては 、これま でCWDに感染 したシカ科動 物の脳
を牛の脳に直接接 種すると、牛 へは感染が成 立するという ことがわか っておりまし た。こ
のたび、上から３ パラグラフ目 、Williamsら 、こちらはワ イオミング 大学のチーム ですけ
れども、こちらの チームによる 文献が新たに 公表されまし たので、情 報を追加して おりま
す。
実験の内容とい たしましては、CWDに感染し たミュールジ カの脳組織 に由来する脳 乳剤45
ｇを12頭の牛に経 口投与しまし て、10年間の 経過観察を行 った後、診 断を行ったも のでご
ざいます。これ らの牛の中枢 神経組織及び リンパ組織 を対象に、病理学的診断 、IHC 、ウエ
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スタンブロットを 行った結果、 別の疾病によ り、観察期間 中に死亡し た２頭も含め て、い
ずれの牛にも、異常プリオンたん白質の蓄積は認めなかったということ でございま す。
さらにこの経口 投与実験とは 別の実験とし まして、それ ぞれ12頭、 計24頭の牛を 、牛の
頭数とほぼ同数のC WDに感染した ミュールジ カ、またはCWD に感染した アメリカアカ シカと
同じ農場で、エサ と水を共有さ せて飼育し、 10年間の経過 観察の後、 上記と同様の 診断を
行った結果、別の 疾病により、 経過観察中に 死亡した３頭 も含め、い ずれの牛にも 異常プ
リオンたん白質の蓄積は認めらなかったということでございます。
なお、下の部分の CWDに感染し た鹿と牛を一 緒に飼育する といった対 照実験を行っ ており
まして、これらの 牛及びCWDに感 染したシカ 、それと同じ 農場で、CWD 清浄群で捕獲 された
11頭のミュールジ カ、又は18頭 のアメリカア カシカを飼育 したところ 、これらのシ カは全
てCWDに感染したということでございます。
これらの結果か ら、著者らは 、経口投与ま たは長期間の 汚染された 環境への暴露 に伴う
CWDの牛への伝達のリスクは低いという結論をしております。
以上が、最近、公表されました、新たな文献等でございます。
更新したファク トシートにつ きましては、 ５月29日付で 、食品安全 委員会のウエ ブサイ
トに掲載をしております。
報告は、以上でございます。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

この件につきまして、専門委員の方々から、御質問などはございます でしょうか 。
どうぞ。
○水澤専門委員

どうもありがとうございました。

今、話題になっ ていなかった ところで、申 しわけないの ですけれど も、３ページ 目に韓
国の発生状況の地 図があると思 うのですが、 2016年の赤丸 については 、もともとあ ったと
ころ、青丸に重な っているとこ ろが２つと、 それに近いと ころが１つ と、一番上の ところ
は、独立してある ような感じに 見えるのです けれども、そ れはそれで いいのですか 。ここ
には青丸はないよ うに思います 。そうすると 、これは、新 しくそこに 発生したとい うこと
になりますね。そ ういう理解で いいですか。 こういう点に ついて、韓 国の方々は、 どんな
ふうに理解しているかということが、もしわかれば、教えていただけれ ばと思いま す。
○大快係長

事務 局では、発生 の広がり方の 経緯などにつ いては網羅 的に情報収集 はして

おらず、情報がな い部分があり ます。ただ、 ファクトとし て、こうい う発生状況に なって
いるということでございます。
○水澤専門委員
○眞鍋座長

もう一点、いいですか。

どうぞ。

○水澤専門委員

牛への感染に 関する知見と いうところで 、幾つかの 新しい結果が 出て、

経口投与では、牛 にはどうもい きそうにもな いということ で、ちょっ と安心したの ですけ
れども、あの地域 に行くと、バ ッファローが います。バッ ファローの 肉は、レスト ランで
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も売られているの ですけれども 、この場合の 牛というのは 、もちろん バッファロー ではな
いですね。カウで すね。バッフ ァローについ ては、どうな っています か。そういう データ
はありますか。
○大快係長

この 文献の中で見 られている牛 につきまして は、いわゆ る家畜の牛が 実験の

対象になっており まして、バッ ファローにつ いては、実験 の対象とさ れておりませ ん。事
務局としては 、バッファ ローに対するC WDの感染性に 関する知見 は、承 知しておりま せんけ
れども、御存じの先生がいらっしゃいましたら、補足いただければと思 います。
○水澤専門委員

バッファロー というのは、 牛と近いので しょうか。 動物学的に、 あれは

牛の一部なのでしょうか。
○横山専門委員

済みません。わかりません。

○水澤専門委員

コロラドなどへ行きますと、売っています。結構おいしいと思い ます。

○眞鍋座長

バッ ファローは、 B os taurus （ ※家畜のウシ ）ではない でしょうね。 シカよ

りは、はるかにウシに近いのではないかと思いますが。確認します。
○水澤専門委員

米国にお知り 合いがいらっ しゃる方が多 いと思いま すので、専門 の方、

わかったら、お願 いします。多 分チェックし ているのでは ないかとは 思います。よ ろしく
お願いします。
○眞鍋座長

自分 でちゃんとオ リジナルのペ ーパーを読め ばいいので すけれども、 韓国は

輸入したシカで出 ていますが、 それが広がっ たと言ってい ます。広が ったものも、 輸入し
たシカなのですね。最初の発症は、輸入したアカシカと書いてあります 。
○大快係長

輸入 されたシカを 起点として、 韓国では、ニ ホンジカの 養鹿場が幾つ かあり

まして、そこが主と して、ニホン ジカに感染が 多く見られて いる状況だ と理解してい ます。
○眞鍋座長

そう いうことなの ですね。逆に 言うと、日本 にも何らか の経緯で入っ てくる

と、例えば北海道などのエゾシカなどに広がってしまう可能性があるわ けですね。
○大快係長

少な くともニホン ジカが感受性 動物であると いうことは 、既にわかっ ている

と承知しております。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

ほかにございますか。どうぞ。
○横山専門委員

2 016年の例は 、私、まだ把 握はしていな いのですけ れども、韓国 の2010

年の青丸に関して は、家畜とし ての鹿、漢方 薬をとるため の鹿で、そ の農場がある ところ
だと思います。したが って、北欧のCWD とは状況が違 って、この場合に は、関連農場の 中で、
鹿の移動等に伴っ てCWDが広がっ たと、韓国の人たち は報告して いました 。赤丸もそ れと類
似なのではないかと、想像しています。
○水澤専門委員

そういう意味 で質問をした のですけれど も、青丸と接 しているとこ ろは、

よく理解できるの ですが、一番 上のところは 、新たに発生 したように 思いましたの で、そ
こは奇異に思った ということと 、先生は御存 じのように、 2010年まで は、比較的数 は少な
かったです。2016 年に40頭ほど 、急にふえた ということが ありますの で、赤丸につ いてわ
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かったら、教えていただければと思います。
○眞鍋座長

ほかに御質問などはございませんでしょうか。どうぞ。

○中村（好）専門 委員

瑣末な 話で申しわけ ないのですけ れども、図 ３ですが、こ のよう

に書くと、真ん中 のスウェーデ ンについても 、発生がある ように見え てしまいます 。本文
を読めば、全く誤 解を生じる話 ではないので すが、スウェ ーデンから は発生の報告 がない
ということを、脚 注か何かに書 いていただい たほうが、変 な誤解が出 ないと思いま したの
で、御検討のほど、お願いします。
○大快係長

ウエブサイトに掲載しているものを、そのように修正させていただき ます。

○眞鍋座長

それでは、よろしくお願いいたします。

ほかにございませんか。
それでは、本日の審議は、少し早いのですけれども、以上とさせてい ただきます 。
次回につきまし ては、後日、 日程調整の上 、お知らせし ますので、 よろしくお願 いいた
します。
どうもありがとうございました。
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