食品安全委員会プリオン 専門調査会
第89回会合議事録

１．日時

平成27年２月27日（木）

10:00～11:38

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）スウェーデンから輸入される牛肉及び牛の内臓に係る食品健康 影響評価に ついて
（２）ノルウェーから輸入される牛肉及び牛の内臓に係る食品健康影 響評価につ いて
（３）その他

４．出席者
（専門委員）
村上座長、筒井専門委員、中村優子専門委員、永田専門委員、八谷 専門委員、
福田専門委員、眞鍋専門委員、山本専門委員、横山専門委員
（食品安全委員会）
熊谷委員長、佐藤委員、上安平委員
（説明者）
厚生労働省

三木輸入食品安全対策室長、小西専門官

（事務局）
姫田事務局長、山本評価第二課長、髙﨑評価調整官、田中課長補佐 、
廣田評価専門官、本山係長、大西技術参与、小山技術参与

５．配布資料
資料１

スウェーデン評価書（案）たたき台

資料２

ノルウェーのBSE対策の経緯等について

資料３－１

ノルウェーの評価の考え方

資料３－２

ノルウェー評価書（案）たたき台

参考資料１

食品健康影響評価について
「スウェーデンから輸入される牛肉及び牛の内臓について」

参考資料２

食品健康影響評価について
「ノルウェーから輸入される牛肉及び牛の内臓について」
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参考資料３－１

食品健康影響評価について
「動物用生物由来原料基準の一部改正について」

参考資料３－２

食品健康影響評価（回答）
「動物用生物由来原料基準の一部改正について」

参考資料４

【OIE情報】カナダにおける牛海綿状脳症（BSE）の発生について

６．議事内容
○村上座長

ただいまから、第89回「プリオン専門調査会」を開催いたします。

本日は９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、堂浦専門 委員、中村好 一専門委員 、水澤専門委 員、山
田専門委員の５名でございます。
さらに、食品安全委員会からは３名の委員に御出席をいただいており ます。
本日の会議全体 のスケジュー ルにつきまし ては、お手元 の資料にご ざいます「第8 9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９点でご ざいます。
資料１、スウェーデン評価書（案）たたき台。
資料２、ノルウェーのBSE対策の経緯等について。
資料３－１、ノルウェーの評価の考え方。
資料３－２、ノルウェー評価書（案）たたき台。
参考資料１、食 品健康影響評 価について「 スウェーデン から輸入さ れる牛肉及び 牛の内
臓について」。
参考資料２、食 品健康影響評 価について「 ノルウェーか ら輸入され る牛肉及び牛 の内臓
について」。
参考資料３－１ 、食品健康影 響評価につい て「動物用生 物由来原料 基準の一部改 正につ
いて」。
参考資料３－２、同じく「動物用生物由来原料基準の一部改正につい て」（回答）。
参考資料４「【OIE情報】カナダにおける牛海綿状脳症（BSE）の発生 について」。
以上の資料を用意いたしております。不足の資料はございませんでし ょうか。
なお、これまで の評価書及び 今回の諮問に 関係する提出 資料は既に 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、
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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。
○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。
（首肯する委員あり）

○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。
最初に諮問事項 「スウェーデ ンから輸入さ れる牛肉及び 牛の内臓に 係る食品健康 影響評
価」について、厚 生労働省から 諮問内容の説 明が行われま 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、米加 仏蘭、アイル ランド、ポーラ ンドと同様、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になりました。
そして、評価書 のたたき台に ついては、厚 生労働省提出 資料に基づ いて起草委員 に検討
を依頼することになりました。
本日は、まずス ウェーデンの 諮問案件につ いて、さらに 審議を進め てまいりたい と思い
ます。
それでは、厚生 労働省からの 提出資料をも とに、起草委 員の先生方 にスウェーデ ン評価
書（案）たたき台 について検討 いただきまし たので、まず は事務局よ り資料１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いたします。
○廣田評価専門官

資料１について説明させていただきます。

先ほど座長から 説明がありま したように、 前回の調査会 で評価手法 は2012年10月 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 2012年10月 評価書と構成 は、同
じようになってお ります。した がいまして、 今回は新たに 追加した部 分、特にスウ ェーデ
ンのBSE対策を中心に説明させていただきたいと思います。
４ページ、31行 目に今般、厚 生労働省から スウェーデン から輸入さ れる牛肉及び 牛の内
臓の輸入条件の設定について、評価の要請があったことを記載しており ます。
５ページ19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 しております 。
（ １）
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の月齢制限、現行 の輸入禁止か ら30か月齢と いった場合の リスクを比 較といったふ うに、
諮問内容をそのまま記載いたしました。
「４．本評価の 考え方」でご ざいますが、 ６ページ、こ れも2012年1 0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
施するということを記載しております。
ポツの１番目に ありますよう に、こ れまでのBSEの リスク評価 と同様に 、①生体牛 のリス
ク、②食肉等のリ スク、③vCJD 発生のリスク の順で検討を 行うという ことで、以下 のよう
な内容について検討を行うことを記載しております。
28行目、ただし 、上記のうち ＊を示した事 項については 、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 られていない ことから、2 012年10月評 価書を
もって代えるとい うことといた しております ので、＊のつ いている部 分以外の部分 、15行
目の牛群の感染状 況、BSEの発生状況、20 行目の食肉等 のリスク、と畜 場での管理状 況とい
ったもののスウェーデンについてのBSE対策を整理していくことにいた しております 。
７ページ10行目 、諮問内容の うち、まず（ 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 ことが前回調 査会で決まり ましたので 、ここに記載 してお
ります。
８ページ目から、BSEの現状について総論的に記載しております。
９ページ目のグ ラフ及び表を 見ながら聞い ていただきた いと思いま すけれども、 世界の
BSE発生頭数は累計 で2014年末現 在19万659頭 でございます 。ちなみに ＊１につけて おりま
すが、2015年 に入ります と１月にノル ウェーで１頭 、２月 にカナダで１ 頭のBSE陽性 牛が報
告されております。発生のピーク ですが、今か ら23年前の19 92年には年 間３万7,316頭 のBSE
発生報告がありま したが、そ の後、大幅 に減少し、2012年には21 頭、2013 年には７頭 、2014
年には９頭の発生 にとどまって いる。これは 飼料規制の強 化によって 英国を中心に 発生頭
数が激減したことを反映しているということを記載しております。
10ページ目のEU 等におけるBSE 検査頭数。こ れは直近のデ ータが2012 年までしかな いので、
そこまでを示して おりまして、20 01年から201 2年の間に１ 億733万頭を 検査している ことを
記載しております。
11ページ、BSEの検査 体制。ここからス ウェーデンに ついても記 載しておりま す。スウェ
ーデンの基礎的な 情報といたし ましては、EU 加盟が1995年 でございま すので、そこ からい
わゆるEUのBSE規則にのっとってやっているという回答がございました 。
BSE検査体制です が、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2013
年から、一部を除 き加盟国の判 断により実施 しなくてよい とされてお ります。スウ ェーデ
ンは従前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、201 3年３月から 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、特 定危険部位（SRM）でございます が、表３に ありますよ うにスウェー デンを
含むEUでは12か月 齢超等の頭蓋 及び脊髄、30 か月齢超の脊 柱、全月齢 の扁桃、十二 指腸か
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ら直腸までの腸管及び腸間膜をSRMとして定義しております。
13ページ、飼料 規制ですが、 これもEUと同 様スウェーデ ンでは2001 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ございま す。
14ページ以降、こ こは飼料規制 等のスウェ ーデンにおけ るBSE対策を 詳細に記載し ており
ます。
まず牛群の感染 状況。これも いつもどおり まとめ表とし てまとめて おります。そ れが18
ページにあります ので御覧くだ さい。牛群の 感染状況のま とめという ことで、スウ ェーデ
ンにおけるまずは 国内安定性の うち、飼料規 制でございま すが、スウ ェーデンは199 1年１
月、反すう動物へ の反すう動物 由来肉骨粉の 給与禁止。95 年２月、こ れはEU加盟後 でござ
いますが、反すう 動物へのほ乳 動物由来肉骨 粉の給与を禁 止。2001年 １月からは先 ほど申
し上げましたように、完全な飼料規制を実施してございます。
SRMの利用実態 。SRMの 定義について は先ほど説明 したとおりで ございまして 、全て のSRM
は除去され、許可された施設で破砕された後、焼却されているというこ とでござい ます。
レンダリングの 条件。97年７月 にレンダリ ング施設にお いて133℃３ 気圧20分の湿 熱処理
を義務化しており ます。現在、 家畜飼料製造 のためのレン ダリング施 設はないとい うこと
です。不溶性不純物 が0.15％を超 える反すう 動物由来の油 脂の使用は禁 止されており ます。
交差汚染防止対 策、飼料規制 上の交差汚染 防止対策です が、2001年 １月から完全 飼料規
制をしております ので、肉骨粉 を利用してい る飼料工場は ない。一部 許されている 魚粉を
利用している全て の飼料工場は 、反すう動物 用飼料製造ラ インと分離 されていると いうこ
とでございます。
続きまして、BSEサー ベイランス。48か 月齢超の死亡 牛、緊急と畜牛 が現在実施さ れてお
ります。健康と畜 牛の検査の経 緯でございま すが、2001年 ７月から30 か月齢超の一 部（年
間１万頭を抽出、 輸入牛につい ては全て）を 始めたという ことです。2 006年６月か ら30か
月齢超の全て。200 9年１月から4 8か月齢超。 11年４月から 72か月齢超 と段階的に検 査対象
月齢を引き上げて おります。そ して13年３月 から健康と畜 牛の検査を 廃止。輸入牛 につい
ては30か月齢超の全てを実施してございます。
その結果、現在 、OIE基準に定 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。
この表に記載の ない部分につ いて説明いた します。戻っ ていただき まして14ペー ジをお
開きください。まず（１ ）の生体牛 、肉骨粉等に ついての輸入 について 。スウェーデ ンは、
生体牛の輸入につ いて、1988年10 月から英国 からの輸入が 禁止されてお ります。そし て1991
年にスウェーデン 農業局の決定 によりまして 、81年から88 年までに英 国から輸入さ れた全
ての牛、いわ ゆる禁止さ れる前に輸入 された全ての 牛について 、BSEの 臨床兆候を観 察する
ため継続的に監視 下に置いたと いうことで、 96年10月にな りますと、 商業的な理由 により
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英国からの輸入牛 を処分するこ とを関係業者 、いわゆる民 間レベルで 決定した。そ れを受
けまして当局は当 該牛を解剖及 び焼却するた め、国立研究 所に輸送す ることを決定 し、そ
のBSE検査の結果、全て陰性であったということでございます。
また、英国以外 の国について は、89年２月 にアイルラン ドからの輸 入も禁止して おりま
す。95年１月、EU 加盟後はEU規 則に基づいて 規制されてお りますので 、同時にアイ ルラン
ドから生体牛の輸 入禁止が解除 。2006年には イギリスから のEU各国へ の輸出禁止措 置も一
定の条件を課した 上で解除され ております。 生体牛の輸入 の際には、 健康証明書の 添付が
義務づけられております。
次に、肉骨粉の 輸入について は、95年１月 EU加盟後、EU 規則に基づ いて規制され ており
まして、動物 由来副産物 の輸入の際に は、原 料としてSRMが 含まれてい ないことなど を示し
た衛生証明書の添付が義務づけられております。
（２）飼料規制につきましては、先ほど説明しましたので省略いたし ます。
「２．BSEサーベ イランスの状 況」スウェ ーデンでは199 1年にBSEに ついての届出 義務が
課されました。そして98年からBSEの疫学サーベイランスを開始してお ります。
15ページ目の１ ～13行目は、 健康と畜牛等 の検査の経緯 でございま すので、先ほ ど説明
しましたので省略します。
14行目、スウェ ーデンで行わ れるサンプリ ング及び診断 法は、EU規 則に準拠して おり、
BSE検査は国立の研 究所でのみ実 施されてお ります。迅速診断検 査で陽性であ った場合 、ウ
ェスタンブロット 法による確定 診断が実施さ れます。そし て、スウェ ーデンの各年 のサー
ベイラン ス頭 数を表 ５に示 してお りま す。2013 年に はスウ ェーデ ン国内 では ３万828 頭の
BSE検査が実施され ております。 そして、表 ５の一番右のB SE検査陽性 牛というもの が2006
年に１頭示されて おりまして、 その内容につ いて17ページ に書いてお りますので説 明いた
します。
スウェーデンのB SEの発生の概 況。スウェ ーデンでは200 6年に１頭の BSEの検査陽 性牛が
確認されておりま す。そして当該牛 は143か月齢、11歳 11か月でご ざいますが、それ で非定
型Ｈ型BSEであったということです。
出生コホートの 特性。スウェーデン のBSE発生例は 今、申 し上げたと おり１頭でご ざいま
して、非定型BS Eであり、1994年３月に 生まれたとさ れておりま す。なお 、当該牛は スウェ
ーデンにおける完 全飼料規制が 実施された20 01年以前に生 まれたもの であるという ことを
記載しております。
続きまして19ペ ージ、SRM及び食肉 処理。これもまと めに表にし ております。21ペ ージを
御覧ください。SRM及び 食肉処理のま とめ。と畜場での 検査関係で ございますが、と 畜場に
搬入される全ての 牛については 、NFA 、国の機 関の獣医官が 目視でと畜 前検査を実施 すると
いうことです 。と畜前検 査において神 経過敏等のBSE 様の臨床症 状を示したも のは、月齢に
かかわらず、全てBSE検査が実施されます。
健康と畜牛の検査の話は、先ほど説明いたしました。
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続きましてスタ ンニングです が、圧縮した 空気またはガ スを頭蓋内 に注入する方 法は実
施されておりません。ピッシングも実施されていません。
SRMの除去ですが 、30か月齢超 の牛の脊柱 は食肉処理施 設で除去され ます。SRM除 去は獣
医官により確認さ れます。扁桃 は舌及び頬肉 を除去した後 に頭部に残 され廃棄、あ るいは
頭部から除去され 廃棄されます 。除去 されたSRMは青 色のインク で着色され 、専用の 容器で
廃棄されます。
背割り鋸については、１頭ごとに洗浄している。
脊髄は、枝肉の 背割り後に専 用の器具また は吸引装置に よって除去 。十分な量の 水によ
り枝肉洗浄が行われます。
脊髄の除去は、獣医官により確認されます。
全ての施設において、SSOP及びHACCPが導入されているということで ございました 。
MRM、機械的回収肉でございますが、これも製造していないというこ とでございま す。
戻っていただき まして、今、説明してい ない部分、20ペー ジになります。そ の他の（２）
トレーサビリティ についてです 。スウェーデ ンはと畜場に おける牛の 月齢確認には 個体識
別された耳標で行 っており、個 体識別が明ら かでない場合 、と畜は許 可されません 。1998
年から全ての牛へ の耳標の装着 と個体データ の登録制度が 導入されてお ります 。SBA 、国の
当局のデータベー スで管理され ております。 出生、と畜、 死亡及び移 動があった場 合は７
日以内に報告。耳標は生後20日以内に装着することが義務づけられてお ります。
（３）と畜場及 びと畜頭数で ございますが 、スウェーデ ンの牛のと 畜場は53施設 あり、
年間のと畜頭数は2 009年のデー タでは約45万 頭、うち30か 月齢超は約1 8万頭という ことで
す。
牛の飼養頭数は、約150万頭ということが回答されておりました。
以上で説明を終わります。
○村上座長

起草委員の先生方、追加はございませんでしょうか。

ただいまの事務 局からの説明 について御質 問、御意見を お願いいた します。先ほ どの部
分に分けてパーツごとに修正等、御意見がないかを確認させていただき たいと思い ます。
まず、４ページ 「Ⅰ．背景及 び評価に向け た経緯」につ いては、い かがでござい ましょ
うか。考え方などよろしいでしょうか。
８ページ「Ⅱ．BSEの現状」についてはいかがでしょうか。よろしい ですか。
14ページ「Ⅲ ．牛群の 感染状況」。特にまとめ としては18ペ ージにござい ます。い かがで
しょうか。まとめ のほかに14ペ ージの生体牛 、肉骨粉等の 輸入状況に ついても説明 があり
ました。よろしいですか。
もしなければ19 ページ「Ⅳ ．SRM及び 食肉処理 」です。こ れもまとめ が21ページに ござい
ます。よろしいですか。
20ページのトレーサビリティも説明がございました。よろしいですか 。
ほかにございませんか。お願いいたします。
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○永田専門委員

さかのぼって すみませんけ れども、参考 までに教え ていただきた いので

すが、飼料規制に 関してスウェ ーデンでは非 常に厳しいと いうか、表 ４にあります ように
きちんとした飼料 規制ができて いるのですが 、これはどう いう考え方 でこういった 体制を
とられているのでしょうか。今後例えばもう少し緩くするとか考えてい るのでしょ うか。
○山本専門委員

起草委員から 御説明させて いただきます けれども、 スウェーデン はEUに

含まれております ので、そのEUの 規制をその まま踏襲して いるという形 になっており ます。
ですから、今後EU 全体で方向性 が変わってこ ない限りは、 この規制が 続いていくも のと考
えます。
○永田専門委員

きっと前に話 されたと思う のですが 、EUのほう ではBSEに関 して、もし豚

や鶏の肉骨粉等を 使えば可能性 としてあるか もしれないと いうことな のか、それと も前に
汚染の状況があっ たので、より 厳しくしてい こうといった 念には念を 入れてこのよ うな形
なのでしょうか。
○山本専門委員

私の理解では ブルガリアや ルーマニアと いった国が 「無視できる リスク

の国」にはなって いないという ことで、これ らの国の状況 が変わって から規制は緩 めてい
くことを考えるの ではないかと 思いますけれ ども、当面こ の飼料規制 を続けていく ことに
よって、定型BSEを完全に抑え込むという方針で行っているものだと理 解しておりま す。
○姫田事務局長

あくまでも豚 、鶏について は交差汚染を 恐れてとい うことだとい うこと

は確認しています。
そのほかに牛－ 牛、豚－豚、 鶏－鶏といっ た同種動物由 来の飼料規 制はEU独自の 考え方
で、BSEだけ ではなく 、いわゆる それぞれのカ ニバリズムを 防ごうとい う考え方でも されて
いると聞いております。
○村上座長

ほかにございますか。お願いします。

○筒井専門委員

１点だけ、こ れはわかれば 教えていただ きたいので すけれども、 さかの

ぼって恐縮なので すが、スウェ ーデンの発生 は１頭で非定 型だったと いうことでし たが、
これが緊急と畜牛 でいわゆるハ イリスク牛の 中から見つか っていると いうことなの ですけ
れども、具体的に何か症状等の情報がもしありましたらお願いします。
○廣田評価専門官

これについ ては論文に出 ておりまして 、いわゆるBS Eを疑う臨床 症状は

なかったのですが 、この牛は雌 牛なのですが 、妊娠後期に いわゆる難 産があって、 獣医師
に通報があって殺 処分して、BSE 検査をしたと ころ陽性であ ったという ことが判明し たとい
うことになっています。
○筒井専門委員
○村上座長

ありがとうございました。

ほかにございますか。お願いします。

○中村（優）専門 委員

その緊 急と畜牛のサ ーベイランス 体制につい て、過去にも 議論さ

れているかもしれ ないですけれ ども、改めて 確認をさせて いただきた いのが、16ペ ージの
表を見ますと緊急 と畜牛のサー ベイランスの 頭数が年によ ってゼロの 年もあれば、2 013年
は141頭であり 、非常にば らつきが大き いように感じ るのですけ れども 、背景にはど ういっ
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たことがあるのか、もしおわかりでしたらお教え願いたいと思います。
○廣田評価専門官

その件につ きましては、 スウェーデン からその中 身の回答につ いては

ございませんので、こちらではわかりかねます。
○村上座長

よろしいですか。

ほかにございますか。
それでは、続き まして山本専 門委員から「 Ⅴ．食品健康 影響評価」 について説明 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。
○山本専門委員

それでは、食 品健康影響評 価の案につい て説明をさ せていただき たいと

思います。
これはいつもや っているので すけれども、 事務局から全 文を読み上 げていただい て、そ
れで審議をしたいと思いますので、全文読み上げをよろしくお願いいた します。
○本山係長

それ では、資料１ の22ページか らの食品健康 影響評価に ついて読み上 げさせ

ていただきます。
Ⅴ．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
見から、 諮問 内容の うち、 スウェ ーデン につ いて、（１） の輸入 月齢制 限及び （２ ）の
SRMの範囲に関する取りまとめを行った。
１．BSEの発生状況
世 界 の BSE の 発 生 頭 数 は 累 計 で 190,657 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、201 2年には21頭 、2013年には ７頭、2014年 には９頭と なっ
ている（2014年末現在）。
スウェ ーデ ンでは 、１頭 の非 定型BSE 感染牛 が確 認され ており 、1994 年３月 生ま れで
ある。
２．飼料規制とその効果
スウェ ーデ ンにお いては 、動物 由来た ん白 質（牛 乳、乳 製品等 一部の もの を除く 。）
について、全ての 家畜への給与 を禁止する飼 料規制が2001 年１月に導入 された。交 差汚
染防止対策まで含 めた飼料規制 の強化が行わ れてから、ス ウェーデンで は13年以上 が経
過している（2014年末現在）。
また、 スウ ェーデ ンにお いては 、OIE が示す 「管理 され たリス クの国 」に要 求さ れる
10万頭に １頭 のBSE感 染牛の 検出 が可能 なサー ベイラ ンス が実施 されて いる。 飼料 規制
が強化さ れた 後に生 まれたB SE検 査陽性 牛は確 認され てい ないこ とから 、スウ ェー デン
における飼料規制はBSEの発生抑制に大きな効果を発揮しているものと 判断した。
３．SRM及び食肉処理
スウェ ーデ ンにお いては 、OIE が「管 理され たリス クの 国」の 貿易条 件とし て定 めた
SRMの範 囲より 広い範 囲をSR Mと定 義し、 SRMの 除去や ピッシ ング の禁止 などの 食肉 処理
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工程における人へのBSEプリオンの曝露リスクの低減措置がとられてい る。
したがって、牛 肉及び牛内臓 による人への BSEプリオン の曝露リスク は、BSE対策 の導
入以降、 飼料 規制等 による 牛への BSEプ リオン の曝露 リス クの低 下とも 相まっ て、 極め
て低いレベルになっているものと判断した。
４．牛の感染実験
本事項については、2012年10月評価書のとおりである。
５．変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）
本事項については、2012年10月評価書のとおりである。
なお、 vCJDは 、2014 年末現 在、 世界中 で229 例が報 告され てお り、近 年にお いて は、
2012年に２例、2013年に１例、2014年に１例のみの発生となっている。
スウェーデンにおいてはvCJDの発生は確認されていない。
６．非定型BSE
本事項については、2012年10月評価書のとおりである。
なお、2014年末 現在、スウェ ーデンでは１ 頭（143か月 齢）の非定型B SEが確認さ れて
おり、Ｈ型であった。
７．まとめ
（１）牛群のBSE感染状況
スウェーデンに おいては 、これまで １頭の非定型B SE感染牛が 確認されてい るが、2 001
年１月か ら飼 料規制 が強化 されて おり 、それ 以降に 生まれ た牛 には、BS E感染 牛は 確認
されてい ない 。引き 続きBSE の発 生状況 等の確 認は必 要で あるが 、スウ ェーデ ンに おけ
る飼料規制等の有 効性は高いこ とがサーベイ ランスにより 確認されてい る。なお、 スウ
ェーデン にお いては 、EUの 定めた サー ベイラ ンス水 準を満 たし ており 、結果 として OIE
の定めた10万頭に１頭のBSE感染牛が検出可能な水準を満たしている。
（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
スウェ ーデ ンにお いては 、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BSEプリオ ン摂取量は、 感染実験にお ける英国BSE 感染
牛脳組織１g相当以 下と想定され る。１g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4 2か
月目（46か月齢 相当以上 ）までには検 出されていな い。なお 、BSEの脳内 接種実験で は、
発症 前の 最も 早い 時 期に 脳幹 で異 常プ リ オン たん 白質 が検 出 され たの は発 症前 ７ ～８
か月であることか ら、さらに安 全を考慮して も、30か月齢 以下の牛で、 中枢神経組 織中
に異常プリオンた ん白質が検出 可能な量に達 する可能性は 非常に小さい と 考 え ら れ る 。
vCJDの発生につ いては、最も 多くのvCJDが 発生していた 英国において も、2000年 をピ
ークに次 第に 減少し てきて いる 。vCJDの 発生 はBSEの 発生と の関 連が強 く示唆 され てい
るが、近年、vCJD の発症者は世 界全体で大幅 に減少し、20 14年には１名 となってい るこ
とから、この間の 飼料規制やSRM 等の食品へ の使用禁止を はじめとするB SE対策が、 牛の
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みならず人への感染リスクを顕著に減少させたものと考えられる。
なお、 非定 型BSEが 人へ感 染す るリス クは否 定でき ない 。現在 までに 、日本 の23 か月
齢の牛で確認され た１例を除き 、大部分は８ 歳を超える牛 で発生してい る（確認時 の年
齢の幅は６歳～18 歳）。また23か 月齢で確認 された非定型B SE陽性牛の延 髄における 異常
プリオン たん 白質の 蓄積量 は、BS Eプリ オンに 対する 感受 性が高 い牛プ リオン たん 白質
を過 剰発 現す るト ラ ンス ジェ ニッ クマ ウ スに も伝 達で きな い 非常 に低 いレ ベル で あっ
た。この よう な状況 を踏ま え、非 定型BS Eに関 しては 、高 齢の牛 以外の 牛にお ける リス
クは、あったとしても無視できると判断した。
（３）評価結果
現行の飼料規制 等のリスク管 理措置を前提 とし、上記（ １）及び（２ ）に示した 牛群
のBSE 感染 状況 及 び感 染リ スク 並 びにBS E感 染に お ける 牛と 人の 種 間バ リア の存 在 を踏
まえると、スウェ ーデンに関し ては、諮問対 象月齢である 30か月齢以下 の牛由来の 牛肉
及び牛内臓（ 扁桃及び回 腸遠位部以外 ）の摂 取に由来するB SEプリオンに よる人でのv CJD
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 容のうちスウ ェーデンに 係る
（１）の輸入月齢制限及び（２）のSRMの範囲に関しての結論は以下の とおりとなる 。
①月齢制限
スウェ ーデ ンに係 る輸入 条件に 関し、「輸入 禁止 」の場 合と輸 入月齢 制限の 規制 閾値
が「30か月齢」の 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。
②SRMの範囲
スウェーデンに 係る輸入条件 に関し、「輸 入禁止」の場 合とSRMの範囲 が「全月齢 の扁
桃及び回 腸（ 盲腸と の接続 部分か ら２メ ート ルの部 分に限 る。） 並びに3 0か月 齢超 の頭
部（舌、頬肉、皮 及び扁桃を除 く。）、脊髄及 び脊柱」の場 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。
以上です。
○山本専門委員

ありがとうございました。

評価のポイント について、も う一度簡単に まとめてみま すと、形と しては2012年1 0月の
評価書、米加仏 欄、アイ ルランド 、ポーランド などと並びを とる形で整 理をしており ます。
まず「１．BSEの 発生状況」で すが、スウ ェーデンでは １頭の非定型 BSE感染牛が 確認さ
れており、1994年３月生まれです。約21年たっております。
「２．飼料 規制とその 効果」。完 全飼料規制は2 001年１月 、これはEU 規制等を同時 にやっ
ているのですけれ ども、2014年 末現在で13年 以上が経過し ております 。飼料規制強 化後に
生まれたBSE検査陽 性牛は確認さ れておりま せん。スウェー デンにおけ るBSE規制はBS Eの発
生抑制に大きな効果を発揮していると判断いたしました。
「３．SRM及び食 肉処理」です けれども、O IEが「管理さ れたリスク の国」の貿易 条件と
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して定めたSRMの範 囲より広い範 囲をSRMと定 義しています 。食肉処理 工程における 人への
BSEプリオンの曝露リスクの低減措置がとられていると考えております 。
４ポツは2012年1 0月評価書、つ まり米加仏 欄等のものと 同じですので 、変更はあり せん。
「５．変異型クロイ ツフェルト・ヤ コブ病（vCJD）」に ついては、201 2年10月評価 書のと
おりなのですが、スウェーデンにおいてはvCJDの発生は確認されており ません。
「６．非定型BSE 」。2012年10 月評価書のと おりで、先ほ ど説明した とおりですが 、スウ
ェーデンでは１頭、143か月齢のＨ型の非定型BSEが確認されております 。
「７．まとめ」。米加仏欄、ア イルランド、ポ ーランドと同 様の書きぶ りとしており ます。
「（３）評価結果」ですが、現行の 飼料規制等の リスク管理措 置を前提とし て、上記（１）
及び（２）に示し た牛群のBSE感 染状況及び 感染リスク並 びにBSE感染 における牛と 人との
種間バリアの存在 を踏まえると 、スウェーデ ンに関しまし ては諮問対 象である30か 月齢以
下の牛由来の牛肉 及び牛内臓（扁桃及 び回腸遠位部 以外）の摂取に由来 するBSEプリ オンに
よる人でのvCJD発症は考えにくいということです。
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。

ただいまの山本 専門委員から の御説明につ 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 本日御欠席の 専門委員から 事前に御意見 等をいただ いております でしょ
うか。
○田中課長補佐

本日欠席の専 門委員には、 事前に御意見 を求めまし たところ、御 意見等

は提出いただいておりません。
○村上座長

それでは、御質問や御意見等をお願いいたします。よろしいですか。

それでは、私から取りまとめをさせていただきたいと思います。
スウェーデンに 対する諮問事 項（１）及び （２）の評価 結果につい ては、評価書 （案）
のとおりということでよろしいでしょうか。
（首肯する委員あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、結論 につきまして は合意が得ら れましたので 、評価書（ 案）のとおり として
以後の手続きを私に一任させていただいてよろしいでしょうか。
（首肯する委員あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、この原案について食品安全委員会に報告したいと思います 。
続いて議事２を 開始いたしま す。本件は２ 月12日に厚生 労働省から 、ノルウェー から輸
入される牛肉及び 牛の内臓に係 る食品健康影 響評価につい ての諮問が あり、２月17 日の食
品安全委員会で厚 生労働省から の説明を受け た後に、本専 門調査会で の審議が決定 された
ものでございます。
最初に厚生労働 省の三木輸入 食品安全対策 室長から、諮 問内容等の 説明をしてい ただき
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たいと思います。よろしくお願いいたします。
○三木室長

厚生労働省の三木でございます。

今、座長からお話のあったノルウェーについて御説明をさせていただ きます。
資料２というA4 横のものと、 参考資料２が 食品健康影響 評価の諮問 文となってご ざいま
す。
ノルウェーにつ いては、ノル ウェーから輸 入される牛肉 及び牛の内 臓についての 輸入条
件の設定について ということで 、今月12日に 諮問させてい ただいたと ころでござい ます。
内容にいては別紙 ということで 参考資料２の 裏面を御覧い ただきます と、諮問の背 景、趣
旨、具体的な諮問内容等について記載をしてございます。
まず趣旨と背景 についてでご ざいますが、本年１月30日 にノルウェー においてBSE １例目
が確認されたとい うことでござ いまして、ノ ルウェーから 輸入される 牛肉等につい ての輸
入手続を停止するという対応をとったところでございます。
ノルウェーにつ いては平成24 年５月24日付 で、食品安全 委員会より ノルウェーか ら輸入
される牛肉及び牛 内臓について、BSEプリオン に汚染されて いる可能性 は無視できる という
評価結果をいただ いておりまし て、今般の諮 問については 、この評価 結果を前提と させて
いただいております。
食品安 全委 員会が この評 価を実 施され た以 降につ いて、 ノルウ ェーに おい て適切 なBSE
対策が継続して実施されていることは確認してございます。
次に具体的な諮 問内容でござ いますが、月 齢制限等につ いては、こ れまでの諮問 と同じ
内容になってござ いますが、月 齢の制限につ いては現行の 「輸入禁止 」から「30か 月齢」
とした場合のリス クの比較、SRMの範 囲について も現行の「輸入禁 止」から全月齢の 扁桃及
び回腸遠位部並び に30か月齢超 の頭部、脊髄 、脊柱とした 場合のリス クの比較とい うこと
で、これまでと同 様でございま す。さらに上 記を経たのち に国際的な 基準を踏まえ て、月
齢の規制値を引き 上げた場合の リスクを評価 ということで 、これもこ れまでの諮問 と同様
の内容となってございます。
今後の方針とし ましては、食 品健康影響評 価の結果を踏 まえて必要 な管理措置の 見直し
を行う予定でございます。
もう少し具体的 な内容の御説 明が資料２に なります。ノ ルウェーのBS E対策の経緯 等につ
いてでございます。
１ページめくっ ていただきま すと、ノルウェーのB SE対策の経 緯とあります けれども 、ま
ず背景情報としま しては、こち らに記載させ ていただいて おりません が、牛の飼養 頭数は
約80万頭ぐらいで 、と畜頭数に ついては年間 30万頭ぐらい といった規 模でございま す。と
畜については若い 牛が多いとい うことで、大 体２歳ぐらい が最も多く と畜をされて いると
いう状況でございます。
OIEのリスクのス テータスにつ いては、2008年 に「無視できるリ スクの国」という 評価を
いただいてございます。
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ノルウ ェー のBSE対 策につ きま しては 、食品 安全委 員会 で評価 をいた だいて 以降 、2013
年まではBSE対策に ついての変更 はありませ んということ でありますが 、2014年には こちら
に書いてございま すような健康 と畜牛のBSE 検査の廃止、緊 急と畜牛及 び死亡牛のサ ーベイ
ランス基準の48か 月齢超への引 き上げが行わ れているとい うことでご ざいまして、 先ほど
御説明のありましたスウェーデンと同じような形になってございます。
SRMにつきまして も、2001年に 食品及び飼料 への利用が禁 止されてい るということ でござ
いまして、それ以 外の飼料規制 などについて はここの経緯 に書いてご ざいますよう に継続
をされて、実施をされているということでございます。
こういう状況の 中で、2015年 に、ノルウェ ー国内で１頭 目のBSEが発 生してござい ます。
1999年６月生まれ の15歳という ことで、非定 型BSEのＨ型 ということで ございます。 現在、
この１頭のみの発生にとどまっている状況でございます。
また、ノル ウェーから の輸入につき ましては 、大体年間1 00トンぐら いということ でござ
いまして、主に牛 の内臓、胃が ほとんどであ りますけれど も、少し横 隔膜が輸入を されて
いるという状況でございます。
３ページ目以降 につきまして は、BSE の世界の発生 状況であり ますとか 、各国の検 査体制
とSRMといったよう な参考資料を つけてござ いますが、ノル ウェーはEU 加盟国ではご ざいま
せんが、基本的にEU規則に準拠した対応をとっているということでござ います。
簡単でございますが、以上でございます。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの厚生労働省からの説明について、御質問、御意見をお願い いたします 。
お願いします。
○眞鍋専門委員

ノルウェーも機械的回収肉は禁止されているのでしょうか。

○三木室長

はい、禁止されてございます。

○村上座長

ほかにございませんか。よろしいですか。

そうしましたら 、ほかに御質 問等ないよう ですので、こ の評価要請 への対応でご ざいま
すが、ノルウェー については既 に食品安全委 員会において 平成24年５ 月に自ら評価 を実施
しております。し たがって、過 去の評価実績 を踏まえ検討 する必要が あると考えら れるこ
とから、起草委員 と相談し、今 回の評価の考 え方を作成し ましたので 、事務局より それに
ついて説明をお願いいたします。
○田中課長補佐

それでは、資料３－１に基づいて説明させていただきます。

今、厚生労働省 から説明がご ざいましたよ うに、ノルウ ェーにつき まして諮問は 過去の
評価国と同様、30 か月齢までと 、さらに月齢 の規制閾値を 引き上げた 場合のリスク の評価
という形で諮問さ れております 。このた め、ノル ウェーについ ては、ま ずほかの米加 仏蘭、
アイルランド、ポ ーランド同様 、30か月齢ま での部分の評 価の考え方 について、資 料３－
１に取りまとめております。
ノルウェーにつ きましては、 過去に自ら評 価ということ で、食品安 全委員会で一 度評価
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をしております。 こちらの一番 上にございま す我が国に輸 入される牛 肉及び牛内臓 に係る
食品健康影響評価 ③ということ で、2012年５ 月に取りまと めておりま す。こちらの 評価の
中ではノルウェー における飼料 規制、BSEの サーベイラン ス状況、SRM の除去等の管 理措置
を踏まえ、以下のとおりの評価結果を取りまとめております。
評価結果の内容 としましては 、ノル ウェーでは国 内でBSEが曝 露、増 幅した可能性 は低い
と考えられ、また 、食肉処理工 程におけるリ スク低減効果 は非常に大 きいと評価さ れたた
め、ノルウェーから 我が国に輸入 される牛肉 等がBSEプリオ ンに汚染さ れている可能 性は無
視できると考えられるということです。
その後、20 15年１月に ノルウェーで 初のBSEが発生 しまして 、２月に 厚生労働省か らノル
ウェーから輸入される牛肉に係る諮問がありました。
今般の評価では 、その自ら評 価時点から管 理措置につい て変更点が あるかどうか 確認し
て、今般の評価に 係る追加確認 事項にござい ますように、 管理措置に ついては自ら 評価時
点より基本的に変 更はないとい うことですが 、先ほど厚労 省から説明が ありましたよ うに、
BSEのサーベイラン スについては 一部変更が あったという ことで、その 状況及び今般 初めて
BSEが発生したとい うことでBSE の発生状況、 こういったも のを基本的 に追加確認事 項とし
て確認し、30か月齢までの牛肉に係るSRMの評価を行うという方針とな っております 。
説明については以上です。
○村上座長

ありがとうございます。

ただいまの説明 のうち、評価 手法について 整理して申し 上げますと 、まずは平成2 4年10
月の評価書と同様 として米加仏 蘭、アイルランド、ポ ーランドと 同様、まずは諮問 内容（１）
の規制閾値が30か 月齢までの部 分を審議する 。そして次に 、自ら評価 時点から管理 措置に
基本的に変更がな いということ から、主に追 加確認事項に ついて評価 を行うという ことで
ございます。
このような評価 方針でよろし いでしょうか 。よろしけれ ば起草委員 の先生方に相 談して
作成した評価書（ 案）たたき台 を説明して審 議してまいり たいと思い ますけれども 、よろ
しいでしょうか。
（首肯する委員あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、まず 事務局より資 料３－２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３－２に基づいて説明をさせていただきます。

こちらの資料に つきましては 、過去の米加 仏蘭、アイル ランド、ポ ーランド、そ して先
ほどのスウェーデ ンと同様の評 価書の形で取 りまとめさせ ていただい ているものに なりま
す。こちらにつき ましては先ほ どのスウェー デンと重複す る部分も多 くございます ので、
異なる部分について中心に説明をさせていただければと思います。
４ページ「Ⅰ．背景 及び評価に向 けた経緯」とい うことで、
「１．はじめに」の部 分は同
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じになります。
「２．諮問の背 景」になりま す。34行目か らになります けれども、 ノルウェーに ついて
は2012年５月に取 りまとめた自 ら評価の我が 国に輸入され る牛肉及び 牛内臓に係る 食品健
康影響評価③（ ホンジュラス 、ノルウ ェー）にお いて、
「ノ ルウェーか ら我が国に輸 入され
る牛肉等がBSEプリ オンに汚染さ れている可 能性は無視で きると考えら れる」と評価 してお
ります。
厚生労働省は、B SE未発生国ま たは地域に おいてBSEの発 生が確認さ れた時点で、 当該国
または地域からの牛肉等の輸入手続を停止しております。
2015年１月 、ノルウェ ーにおいて初 めてBSEの発生 が確認され 、我が 国はノルウェ ー産牛
肉等の輸入手続を停止しております。
「３．諮問内容 」につきまし ては、先ほど 御説明のあっ たとおりに なります。こ ちらの
四角の中で、ま ずは月齢制限 を30か月齢ま で、SRMの 除去、ま た、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ということです。
「４．本評価の 考え方」でご ざいます。こ ちらも基本的 に過去の評 価と同じ考え 方にな
りますけれども、 こちらの中で ＊１がついて いる部分がご ざいます。 具体的には22 行目の
生体牛のリスクで ございますと か、牛群の感 染状況、食肉 等のリスク 、こちらにつ きまし
ては６ページの15 行目からにな りますが、＊ １を記した事 項について は厚生労働省 がノル
ウェー当局に確認 し、自ら評価 書以降、変更 があった箇所 のみを記載 し、変更のな い部分
については自ら評 価書の記載を もって代える こととし、本 評価書にお いて再掲しな いこと
という形で整理をしております。
なお、１点訂正 がございます 。12行目のvC JDの部分は＊ １と入って おりますけれ ども、
こち らは ＊２ に修 正 をお 願い しま す。 vCJD の部 分に つき ま して は19 行目 から ご ざい ます
2012年10月の評価 書以降、新た な知見は得ら れていないこ とから2012 年10月評価書 をもっ
て代えることとすることになります。
７ページ目以降は、基本的にスウェーデンと同じ記載となってござい ます。
11ページ「２ ．各国のB SE検査体制 」という部 分で、ノル ウェーの規 制について一 部記載
をしております。
ノルウェーにつ きましては、E Uには加盟を しておりませ んけれども 、EU規則に準 拠した
形でBSE対策を実施 しているとい うことです 。ノルウェー のBSE検査体 制になります けれど
も、従前は30か月齢 を超える無作 為に抽出し た健康と畜牛 の検査を実施 しておりまし たが、
2014年から健康と畜牛の検査は廃止されたということです。
また、高リスク 牛につきまし ては、48か月 齢を超える死 亡牛等につ いて検査を行 ってい
るということです。
12ページ、SRMで ございます。 SRMの範囲に ついてもノル ウェーではE U規則に準拠 し、EU
と同じ範囲のSRMを 設定している ところです 。表の中 になります けれども 、12か月齢 を超え
る頭蓋及び脊髄、3 0か月齢を超 える脊柱、全 月齢の扁桃、 十二指腸か ら直腸までの 腸管及
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び腸間膜とされております。
13ページにまい りまして、各 国の飼料規制 になります。 ノルウェー につきまして はEU規
則に準拠いたしま して2001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
化されているということです。
14ページ目から が、牛群の感 染状況になり ます。牛群の 感染状況に つきましては 、以下
の事項を除きまし て自ら評価書 時点からの変 更はないとい うことで、 以下の事項と いいま
すのはBSEのサーベ イランスの状 況及びBSEの 発生状況、こ ちらについ ては変更点な どにつ
いて記載をしております。
まず「１．BSEサーベイ ランスの状況 」になり ますけれども 、ノルウ ェーでは自ら 評価時
点では30か月齢を 超える無作為 に抽出した通 常と畜牛（年間１万 頭）、2 4か月齢を超 える死
亡牛 や不 慮の 事故 によ る と畜 牛な どを サー ベイ ラ ンス の実 施対 象と して お りま した が、
2014年から健康と 畜牛の検査は 廃止され、死 亡牛、健康と 畜及びと畜 前検査で異常 所見を
示す牛の検査月齢は、24か月齢超から48か月齢超と変更されているとこ ろです。
なお、臨床 的にBSEが疑 われる牛や年 齢不明の牛 、輸入牛 などについ ては年齢にか かわら
ず、従前から検査を行っておりまして、その点は変更ないとうことです 。
ノルウェーの各 年のBSEサーベ イランス頭 数について、自 ら評価書以 降に更新され た情報
を表５に示してお ります。2013年 にはノルウ ェー国内では2 0,027頭につ いてBSE検査 が実施
されたということです。
15ページ、BSEの発生状況になります。
「（１）発生の概 況」になりま すけれども 、ノルウェー では2015年１ 月に初めての BSEの
発生報告がござい ました。当該牛の 概要を表６に 示しておりま す。当該BSE陽性 牛は、1999
年６月生まれとい うことで、確認 されたのが2 015年、月齢は 187か月齢、1 5歳というこ とで、
型は非定型（Ｈ 型）とい うことです 。こちらの 牛は高齢及び けがにより 殺処分される まで、
神経疾患の臨床症 状は見られな かったという ことです。当 該牛は完全 に焼却処分さ れた。
ノルウェー食品安 全局が疫学調 査を実施し、 コホート牛４ 頭（同居牛 ２頭、患畜の 産子２
頭）が移動制限 下に置かれ 、４頭とも 殺処分の後 、BSE検査が 実施されまし たが、全 て陰性
であったということです。
「（２）出生コホ ートの特性」 になります けれども、先 ほど御説明し たとおり非定 型BSE
であり、1999年６ 月生まれとさ れています。 なお、当該牛 はノルウェ ーにおいて完 全な飼
料規制が実施された2001年以前に生まれたものでございます。
16ページ、牛群 の感染状況の まとめになり ます。こちら につきまし ては自ら評価 書時点
の管理規制も含め た形で牛群の 感染状況を一 覧として整理 しておりま す。かいつま んで説
明いたしますと、 飼料給与の部 分につきまし ては、2001年 に全ての家 畜への動物由 来たん
白質の給与を禁止 しております 。SRMの 利用実態も12 か月齢を超 える頭蓋及び 脊髄、3 0か月
齢超の脊柱、全月 齢の扁桃、十 二指腸から直 腸までの腸管 及び腸間膜 をSRMとして設 定し、
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全てのSRMは除去さ れ、専 用のレンダリ ング施設で加 工後、焼却処理を されるという ことで
す。
また、レンダリン グの条件につ きましても、1999年11月か ら133℃３気 圧40分または 136℃
3.2気圧20分のどちらかの条件を選択して、処理しているということで す。
交差汚染防止対 策についても 、反すう動物 用飼料とほか の動物用飼 料の製造分離 の規定
が定められているということです。
サーベイランス につきまして は、先ほど御 説明したとお り48か月齢 超の死亡牛、 緊急と
畜牛を検査しているということです。
OIE基準の定める ５万頭に１頭 のBSE感染牛 が検出可能な サーベイラ ンスを実施し ており
ます。
17ページにまい りまして、SRM及び 食肉処理に なります。こちら につきまして も、自ら評
価の時点から対策 について変更 はないという ことです。な お、牛の年 間と畜頭数、 ノルウ
ェーにおいては201 4年のデータ では約29万頭 であり、うち ２歳以下が 約17万頭とい うこと
でした。牛の飼養頭数は2014年のデータによると約83万頭ということで す。
18ページ、SRM及び食肉 処理のまとめ ということで 、こち らも自ら評 価時点の情報 も含め
た形で整理した表 になります。 と畜場での検 査につきまし ては、2014 年から健康と 畜牛の
検査が廃止された ということに なります。SR Mの定義は先 ほど御説明し たとおりです 。SRM
の除去についても 、SRM除去は獣 医官により 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 、実施方法等 につきまして も背割り鋸 は１頭ごとに 洗浄。
脊髄除去後の枝肉 洗浄は、水に よる洗浄は行 われている。 また、と畜 検査官によっ て枝肉
への 脊髄 片の 付着 が ない こと を確 認。 ま た、 全て の日 本向 け 輸出 施設 にお いて SSOP 及び
HACCPが導入されて いる。MRMに ついては禁止 されている。 ピッシング 、スタンニン グにつ
いても禁止されているという状況になっております。
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す。

ただいまの事務局からの説明について、御質問、御意見をお願いいた します。
先ほどスウェー デンと同様に 、パートごと に記載内容の 修正等がな いか確認して まいり
たいと思います。
最初、４ページです。
「Ⅰ．背景 及び評価に向 けた経緯」ですが、特 に５ページの 先ほど
の手順でも申し上 げましたけれ ども、考え方 はこれでよろ しいかとい うことについ ていか
がでしょうか。
もしなければ次、８ページ「Ⅱ．BSE の現状」です。特 に11ページ の検査体制な ど、いか
がでございましょうか。
14ページから「 Ⅲ．牛群の感 染状況」です 。14ページの サーベイラ ンスについて 自ら評
価の後に一部変更 があったとい うこと、15ペ ージに発生が あったとい うこと、16ペ ージは
まとめでございます。それについていかがでしょうか。よろしいですか 。お願いし ます。
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○佐藤委員

前の ところ戻って もよろしいで すか。12ペー ジのSRMの部 分なのですけ れども、

12ページ３行目か ら５行目まで の書き方です と、４ 行目からの真 ん中からのSR Mのうち 、腸
についてノルウェ ーでは十二指 腸から直腸ま での腸管及び 腸間膜とさ れていると書 いてあ
るわけです。こう 書くとEU規則 に準拠してい るけれども、 腸が違うみ たいに読めて しまう
のですが、これはEUと一緒ですね。
○田中課長補佐
○佐藤委員

はい、EUと同じになります。

だか らこれは「EU と同様、ノル ウェーでは」 というふう に直さないと 、腸の

部分については違うみたいに読めてしまうのですけれども、いかがでし ょうか。
○田中課長補佐

腸の部分につ いてもEU規則 に準拠してい るように読 める書きぶり に修正

をしたほうがよいということでよろしいでしょうか。
○佐藤委員

はい。「ノルウェーでも」でもいいかもしれません。文章はお任せしま す。

○田中課長補佐

わかりました 。両方でEU規 則に準拠して いることが 読めるような 書きぶ

りに修正させていただきます。
○村上座長

ほかにございませんか。

そうしましたら1 7ページ 、特に自ら 評価以降の変 更点はないと いうことです が、SR M及び
食肉処理についてはいかがでしょうか。お願いします。
○福田専門委員

１点確認なの ですが、18ペ ージの表の実 施方法等の 下の段で、全 ての日

本向けの輸出施設 においてとあ りますが、日 本向けの施設 とそうでな いところは明 確に分
かれているのでしょうか。
○三木室長

厚生 労働省から説 明させていた だきますけれ ども、ノルウ ェーはそもそ もBSE

非発生国でしたの で、自由に輸 入ができると いう状況であ りましたの で、現時点で 日本向
けの輸出施設とか、日本向けでない輸出施設は分かれておりません。
○山本評価第二課 長

これは自 ら評価の回答 をもとにして いるので、 ノルウェーの 輸出向

けと畜場で、日本 向けにはこう 管理されてい る。回答がそ うであった ということで す。厚
生労働省の説明は 今、発生国に 対しては個別 に輸入条件を 定めて管理 しているので 、そこ
で把握されている という意味な のですが、そ ういう違いで すね。ここ に書いてある のはノ
ルウェーからの回答でそうなっているという回答です。
把握していませ んというのは 、非発生国の 段階では輸入 条件として 、そこは条件 として
いないという意味になると思います。
○村上座長

ほかにございませんか。お願いします。

○筒井専門委員

ということは 、日本向けに 輸出している 施設は、基 本的には発生 国には

指定している。発生 国でない場合 には特に指 定はされてい ないというこ とになるので すか。
○三木室長

はい、そうです。

○筒井専門委員
○村上座長

わかりました。

ほかにございますか。今のは一般論ですけれども、よろしいですか。

では、続きまし て山本専門委 員から「Ⅴ． 食品健康影響 評価」につ いて説明して いただ
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きたいと思います。よろしくお願いいたします。
○山本専門委員

それでは、食品健康影響評価の案について説明させていただきま す。

19ページからで すけれども、 この項目の構 成は先ほどの スウェーデ ンの評価書と 同様で
すので、全文の読 み上げは省略 させていただ きます。評価 のポイント について説明 をさせ
ていただきます。
構成は全部一緒 なのですけれ ども「１．BS Eの発生状況」。ノルウェ ーでは１頭の 非定型
BSE感染牛が確認さ れており 、1999年６ 月生まれであ るというこ とで11行目 、12行目 に記載
させていただきました。
「２．飼料規制 とその効果」 ですが、完全 飼料規制は20 01年１月か ら実施され、1 3年以
上が経過しており ます。飼料規制 強化後に生 まれたBSE検査 陽性牛は確 認されており ません。
それでノ ルウ ェーに おける 飼料規 制はBS Eの発 生抑制 に大き な効果 を発 揮して いると 判断
いたしました。
「３．SRM及び食 肉処理」です けれども、O IEが「管理さ れたリスク の国」の貿易 条件と
して定めたSRMの範 囲より広い範 囲をSRMと定 義しておりま す。それか ら、食肉処理 工程に
おける人へのBSEプ リオンの曝露 リスクの低 減措置がとら れていること が確認されま した。
ということで、１ から３までの ことを踏ま えますと、BSE プリオンによ る曝露リスク はBSE
対策の導入以降、 飼料規制等に よる牛へのBS Eプリオンの 曝露リスクの 低下とも相ま って、
極めて低いレベル になっている ものと判断い たしました。 これは自ら 評価書におけ る評価
結果と変わるものではございません。
「４．牛の感染実験」ですけれども、これは2012年10月の評価書のと おりです。
「５．変異 型クロイツフ ェルト・ヤコブ病（vC JD）」。2012 年10月評価 書のとおりで すが、
ノルウェーにおいてはvCJDの発生は確認されておりません。
「６．非定 型BSE」は 評価書どお りなのですけ れども、先 ほど説明し たとおり2014 年末現
在、ノルウェーでは１頭（187か月齢）のＨ型の非定型BSEが確認されて おります。
21ページ「７．まとめ」。これも 米加仏蘭、アイル ランド、ポーラン ドと同様の書 きぶり
としております。
「（３）評価結果」ですが、現行の 飼料規制等の リスク管理措 置を前提とし て、上記（１）
及び（２）に示し た牛群のBSE感 染状況及び 感染リスク並 びにBSE感染 における牛と 人との
種間バリアの存在 を踏まえると 、ノルウェー に関しては諮 問対象であ る30か月齢以 下の牛
由来の牛肉及び牛 内臓、扁桃及び 回腸遠位部 以外の摂取に 由来するBSE プリオンによ る人で
のvCJD発症は考えにくいということでございます。
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。

ただいまの山本 専門委員から の御説明につ 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 本日御欠席の 専門委員から 事前に御意見 等をいただ いております でしょ
うか。
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○田中課長補佐

本日欠席の専 門委員から、 事前に御意見 等の提出は いただいてお りませ

ん。
○村上座長

それでは、御質問、御意見等をお願いいたします。

○横山専門委員

ノルウェーに 関しては、老 齢牛でBSEが出 た場合にリ スク評価に影 響する

かどうかというの が一番の観点 で、ゼロリス クをこれまで の評価も求 めてきている わけで
はないので、もう 一つ議論とし てはこういっ た老齢牛のも のが確実に 見つかるよう な体制
がとられていて、 ノルウェーの 現状がちゃん と把握できる かどうかと いうことが焦 点にな
るのかなと。
今、2001年に飼 料規制が強化 され、今回の ケースは1999 年生まれと いうことで、 飼料規
制以前の生まれと いうことで特 段問題ないで すが、今後も っと年数が たったときに 、2001
年以降の生まれで 非定型が出た 場合にどうす るかというよ うなことを 、今回の評価 とは別
に、この委員会の 中ではちょっ と準備してお く必要がある のかなとい うことを今、 思いま
した。
○村上座長

今の 御提案ですけ れども、御指 摘といいまし ょうか、意見 でよろしいで すか。

お願いします。
○山本専門委員

非定型の問題 については、 一応、基本的 には高齢牛 で起こってく るとい

うこと。それから 、定型のタイ プもだんだん 高齢化してい っているこ とから、余り 差のな
い議論をしなけれ ばいけないよ うにはなるで しょうという ことなので すけれども、 飼料規
制以降に生まれた かどうかとい うことよりも 、非定型がス ポラディッ クであるかど うかと
いうことの議論の ほうが大事か なという気が いたしますの で、これは どこの国でも 起こり
得るかどうかとい う問題をちゃ んと決めると いう言い方は 変ですが、 そこは議論し ておく
必要があるのかなと考えております。
○筒井専門委員

私の個人的な 意見を述べさ せていただき ますと、リ スク評価をし た事例

もありますし、し ていない事例 もあるのでし ょうけれども 、どういう 状況になった ときに
再度リスク評価し なければなら ないのか。例 えば先ほどお っしゃった ように明らか に飼料
規制前のものが見 つかってきて いる状況の中 で、果たして 再度リスク 評価という形 でやる
必要があるのかど うなのかとい うことについ ては、先ほど おっしゃら れました非定 型も含
めて、少し議論を今後していく必要があるのかなという気も私もしてお ります。
○横山専門委員

関連して、な ぜノルウェー からとめたの かというと ころですね。 今回の

発生を受けて。
○山本評価第二課 長

補足しま すと、管理措 置で評価済み の国で発生 した場合には 、基本

その条件を満たし ていればとめ ていない。今 回、ノルウェ ーでとめた のは厚生労働 省さん
になりますけれど も、自ら評価 しかしていな くて、非発生 国なので輸 入条件は基本 的には
課していない 。SRMは輸入 しないという 指導とかはあ りますが 、基本的 にそういう条 件設定
がなされていない 中で発生があ ったのでどう かということ で評価要請 があった。逆 に後で
事務局から報告し ますカナダな んかは今回発 生がありまし たけれども 、30か月齢を 超えて
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いる中で、一定の3 0か月齢以下 ではプリオン の蓄積がない という科学 実験に基づい て管理
措置を既に設定済 みで、その中 での出来事で あったのでと めていない ということで 、形式
論でいくと管理機 関がとめて、 とめたことを 解除するため にうちに評 価要請が来た という
ステップとして、今回来ているということになります。
○姫田事務局長

ですから、今回リ スク評価機関 から来ている のは、
（１）で30か月 齢以下

ということでの評 価要請と、
（２）がま だついており まして、ですから今 、むしろ今 回評価
書で評価していた だいているも のは、
（ １）の ところで上記 を終えた後 というものが 当然あ
りますので、今、 委員からおっ しゃったよう なことについ ては、まだ 例えばアメリ カです
とかカナダですと か、フランス 、オランダ、 先ほどのスウ ェーデンも 含めて、まだ （２）
が残っております ので、今、委 員からおっし ゃったような ことをこの 後、時間をと って、
あるいはデータを整理して議論していたたくというのは重要なことだと 考えており ます。
○村上座長

わかりました。

その次の段階をにらんでということだと思いますけれども、よろしい でしょうか 。
ほかにございませんか。お願いします。
○熊谷委員長

結 論とは直接リ ンクしないこ とで、ノルウ ェーのこと について、お わかり

になれば教えてい ただきたいの ですが、輸入 牛は全頭検査 となってお りますけれど も、ノ
ルウェーは輸入さ れる牛肉や内 臓については どういう取り 扱いになっ ているのでし ょうか。
○本山係長

今の 御指摘は、牛 の輸入の実績 があるかどう かですとか 、輸入の牛が いる場

合の管理がどうな っているかと いう御質問で しょうか。そ れとも、も し輸入されて いる牛
がいて、その肉が人にどういうふうに行くかという御質問でしょうか。
○熊谷委員長

そ うではなくて 、よその国か ら牛由来の肉 や内臓、こ れの輸入とい うもの

は何か条件がある のでしょうか 。つまり、生 体牛について は入れたも のは全頭検査 になっ
ていますので、か なり厳しいな と思っている わけですけれ ども、スウ ェーデンは30 か月齢
を超えてなのですね。
一応、肉、内臓については 当然SRMという ものの配慮は あるでしょ うから、それは評 価結果
には直接には影響 しないと思い ますので、も し情報が今な ければ、ま たいずれかの 機会で
結構ですけれども、おわかりになりましたら教えていただきたいという ことです。
○村上座長

ありがとうございました。

お願いします。
○本山係長

委員 長の御質問に 直接お答えす るものではな いですが、 肉骨粉ですと か動物

性油脂については 、自ら評価の 時点で適切に 規制がされて いるという ものを記載し てござ
います。
○村上座長

委員 長のお求めに なっている件 、後日で結構 ですけれど も、わかりま したら

お伝えいただきたいと思います。委員長、それでよろしいでしょうか。
○熊谷委員長
○村上座長

はい、結構です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
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そのほかにございますでしょうか。
では、もしなければ取りまとめをさせていただきたいと思います。
ノルウェーに対 する諮問事項 １の評価結果 については、 評価書（案 ）のとおりと いうこ
とでよろしいでしょうか。
（首肯する委員あり）
○村上座長

ありがとうございます。

そうしましたら 、先ほど佐藤 専門委員から 御指摘がござ いました12 ページの腸の 部分。
この点についての 書きぶりを修 正することも 含めまして、 結論につい ては合意が得 られた
ということで、その部分の修正を含め、私に一任させていただいてよろ しいでしょ うか。
（首肯する委員あり）
○村上座長

ありがとうございます。

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。
議事のその他で すけれども、 参考資料３－ １、３－２に ついて事務 局から報告を お願い
いたします。
○本山係長

それでは、参考資料３－１、参考資料３－２について御報告いたしま す。

本件につきまし ては動物用生 物由来原料基 準のうち、反 すう動物由 来基準につい て原産
国及び原料の分類 を見直すこと 、動物用医薬 品の製造時の 加工、処理 工程の基準を 新たに
設定すること等に ついて、参考 資料３－１の とおり農林水 産省から諮 問があり、前 回１月
22日に開催されました第88回プリオン専門調査会で御審議いただきまし た。
２月３日に開催 されました第5 47回食品安 全委員会にお いて、プリオ ン専門調査会 での結
論と同じく、最新 の科学的知見 及び国際的動 向等を踏まえ 、動物用生 物由来原料基 準を明
確化するものであ り、反すう動 物へのTSEの 感染リスクが 増加するもの ではないこと から、
人の健康に及ぼす 悪影響の内容 及び程度が明 らかとの結論 が導かれ、 参考資料３－ ２のと
おり、同日付で通知いたしましたので御報告いたします。
以上です。
○村上座長

ただ いまの事務局 の報告内容に ついて、御質 問等ござい ますでしょう か。報

告ですので、よろしいですね。
続きまして、参考資料４についてお願いいたします。
○田中課長補佐

既に専門委員 の先生方には 情報提供して おりますが 、本年２月に カナダ

において、輸入牛や 米国での発生 事例等を含 めますと21例 目となるBSE が確認されま したの
で、参考資料４に基づき報告いたします。
こちらにつきま しては、カナダ 政府がOIEへ 報告した情報 を取りまと めたものにな ります。
カナダにおいてBSEが発生したということで、定型のBSEということです 。
疫学情報の部分 を御覧いただ ければと思い ますけれども 、感染源に ついてはまだ 現在調
査中ということで ございます。2 015年２月４ 日にダウナー 、歩行困難 牛の報告をし た農家
を訪問し 、検 体を採 取した という こと で、そ の下に 行きま して201 5年２ 月11 日に定 型BSE
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と確認されたということです。
当該牛の死体は、食品及び飼料チェーンには入っていないということ です。
現在実施中の調 査により、こ の牛が2009年 ３月生まれ、 71か月齢で あるというこ とは特
定されているということです。
カナダにおいて は、引き続き 原因、その他 コホート牛な どの疫学調 査を現在実施 してい
るということです 。追加情報が 入り次第、先 生方とも情報 共有をさせ ていただけれ ばと思
っております。
以上です。
○村上座長

ただ いまの事務局 の報告内容に ついて、何か 御質問等ご ざいますか。 現状、

調査中ということのようですが。
○横山専門委員

カナダは2007 年に飼料規制 を強化してい るというこ とで、その遵 守度が

鍵になってくるの かなと思うの で、ぜひその あたり調査し ていただい たらいいのか なと思
います。
先ほどの質問に も関連するの ですけれども 、これは定型B SEだったと いうことで飼 料規制
にどこか漏れがあ ったと推測す るのが一番妥 当なのかなと 現時点では 思っているの ですが、
これが非定型だっ たらどう考え たらいいのか なというのは 我々の次の 宿題なのかな と思い
ました。2007年の規制以降に非定型が生まれたものが発生したという感 じですね。
○熊谷委員長

今 回は定型で、 飼料か、ある いは飼料でな いものを口 にして感染発 症した

と考えるべきだと 思いますけれ ども、非定型 の場合は必ず しもそうで はない場合も あるだ
ろうという意味ですか。
○横山専門委員

そうですね。 非定型の場合 その２通り、 餌を介して 非定型が伝播 する場

合と、孤発性の可 能性も否定で きないので、 その２つを対 策として考 える必要が出 てくる
のではないかと思います。そういうことが起こらないことを祈っていま す。
○村上座長

それ も分析が必要 ですね。その 認識は持って 慎重に対応 していきたい と思い

ます。
ほかにございま すか。もしな ければ、あり がとうござい ました。予 定されていた 議事に
つい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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