食品安全委員会プリオン 専門調査会
第91回会合議事録

１．日時

平成27年６月３日（水）

10:00～11:30

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

４．出席者
（専門委員）
村上座長、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、山本専門委員、横山専門委員、筒井 専門委員
（食品安全委員会）
熊谷委員長、佐藤委員
（説明者）
厚生労働省

三木輸入食品安全対策室長

（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―１

スイス及びリヒテンシュタインのBSE対策の経緯等について

資料１―２

EUにおける特定危険部位（SRM）の範囲の見直しについて

資料１―３

スイス及びリヒテンシュタインの出生年別のBSE発生状況等

資料２

デンマーク評価書（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
ついて」
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参考資料２

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

参考資料３

OIEのBSEリスクステータスの状況

６．議事内容
○村上座長

ただ いまから、第9 1回「食品安 全委員会プリ 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 、堂浦
専門委員、水澤専門委員、山田専門委員の４名でございます。
さらに、食品安全委員会からは２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9 1回食
品安全委員会プリオン専門調査会

議事次第」を御覧いただきたいと思います。

それでは、議事に入ります前に、事務局より本日の資料の確認をお願 いいたしま す。
○田中課長補佐

配付資料の確 認の前に、ク ールビズとい うことで５ ～10月末まで の間、

軽装を励行させていただいておりますので、御協力をよろしくお願いい たします。
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７点でございます。
資料１―１、スイス及びリヒテンシュタインのBSE対策の経緯等につ いて。
資料１―２、EUにおける特定危険部位（SRM）の範囲の見直しについ て。
資料１―３、スイス及びリヒテンシュタインの出生年別のBSE発生状 況等。
資料２、デンマーク評価書（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ついて」。
参考資料２、食 品健康影響評 価について「 デンマークか ら輸入され る牛肉及び牛 の内臓
について」。
参考資料３、OIEのBSEリスクステータスの状況。
以上の資料を用意いたしております。
不足の資料はございませんでしょうか。
なお、これまで の評価書等及 び今回の諮問 に関係する提 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、お席後ろ の机上にファ イルを用意 しております ので、
必要に応じ御覧いただきますようお願いいたします。
また、傍聴の方 に申し上げま すが、専門委 員のお手元に あるものに つきましては 、著作
権の関係と大部に なりますこと などから、傍 聴の方にはお 配りしてい ないものがご ざいま
す。調査審議中に 引用されたも ののうち閲覧 可能なものに つきまして は、調査会終 了後、
事務局で閲覧でき るようにして おりますので 、傍聴の方で 必要とされ る場合はこの 会議終
了後に事務局までお申し出いただければと思います。
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以上です。
○村上座長

それ では、事務局 から平成15年 10月２日、食 品安全委員 会決定の「食 品安全

委員会における調 査審議方法等 について」に 基づいて、必 要となる専 門委員の調査 審議等
への参加に関する事項について御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。

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「 デンマークか ら輸入され る牛肉及び牛 の内臓に係る 食品健康影響 評価」
について、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、 委員の先生 の御意見を踏 まえて
私から提案をし、 評価手法につ いては2012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、スウェー デン、ノルウ ェーと同様、 まずは審議 内容１及び２ の規制
閾値が30か月齢までの部分を審議することとなりました。
以上を踏まえ、 評価書のたた き台について は、厚生労働 省提出資料 に基づいて起 草委員
会に検討を依頼することとなりました。
それでは、議事１を開始いたします。
本件は、本年５ 月14日に厚生 労働省からス 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 ついての諮問 があり、５ 月19日の食品 安全委
員会で本専門調査会での審議を依頼されたものです。
最初に厚生労働 省の三木輸入 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
たいと思います。
よろしくお願いいたします。
○三木輸入食品安全対策室長

おはようございます。厚生労働省の三木でございます。

それでは、最初に スイス、リヒ テンシュタイ ンについての 御説明をさ せていただき ます。
資料１―１と書 いてあるA4の 横の資料と、 もう一つ、参 考資料１と いうのが諮問 文でご
ざいます。まず、 参考資料１を 御覧いただき まして、諮問 について簡 単に御説明を させて
いただきます。
今、座長からお 話がございま したように、 これについて は、先月５ 月14日付で諮 問をさ
せていただいたと ころでござい ます。裏面を 見ていただき ますと、諮 問の背景、趣 旨、具
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体的な諮問内容、今後の方針が書いてございます。
このたび、スイスとリ ヒテンシュタ インを同時に 諮問させてい ただきますの は、BS E対策
等に関しまして、 スイスの法規 制がリヒテン シュタインに も適用され ており、リヒ テンシ
ュタインの食品獣 医局はスイス の一州政府の 獣医部局や食 品検査部局 と同等の立場 でもっ
て管理措置が行われているということが背景にございます。
まず、
「１

諮問の背 景及び趣旨」でご ざいますが、これ は従来説明 しているとお りでご

ざいますけれども 、2001年以 降、BSE発 生国について は、法的 に牛肉、その加工品等 につい
て輸入を禁止する ということで 対応してきて おりまして、 スイス、リ ヒテンシュタ インに
ついても同様の対応をとってきているところでございます。
「２

具体的な諮問内 容」でございます けれども、
（１）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 。それから、（２）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（盲腸と の接続部分か ら２メ
ートルの部分に限 る。）並びに30か月 齢超の頭部（舌、頬肉、皮及 び扁桃を除く 。）、脊髄及
び脊柱」に変更し た場合のリス クの比較とい うことで、こ れまでの諮 問と同様の内 容とな
ってございます。
さらに、上記（１）
（２）の評価を終え た後に、国際的 な基準を踏 まえて、さらに 月齢の
規制閾値を上げた 場合のリスク を評価してい ただきたいと いうことも これまでの諮 問と同
様の内容でございます。
「３

今後の方 針」といたし ましては、今 回の諮問に対 して答申を 頂いた段階で 、その

評価結果を踏まえまして、必要な管理措置の見直しを行う予定としてご ざいます。
続いて、資料１―１ でございます。１ 枚おめくりを いただきまし て、まずBSE対策 の経緯
でございます。ま ず、スイスと リヒテンシュ タインの背景 情報としま して、スイス につき
ましては、牛 の飼養頭数 がおおむね160 万頭ぐらいと いう規模で ございまして 、と畜 頭数は
その３分の１程度ということで、年間65万頭ぐらいという規模でござい ます。
リヒテンシュタ インについて は、牛の飼養 頭数はおおむ ね6,000頭ぐ らいというこ とで、
と畜頭数は大体そ の３分の１で ございますの で、年間2,000 頭ぐらいと いうことであ ります
けれども、大体その うちの100頭 ぐらいがリヒ テンシュタイ ンのと畜場 でと畜をされ ており
まして、残り の1,900頭ぐ らいはスイス に行って 、スイスの と畜場でと 畜をされてい るとい
う状況になってございます。
資料の２ページ 目「スイス・リヒテン シュタインのB SE対策の経 緯」でございます けれど
も、いくつかスイ ス側にまだ確 認をしている 事項もござい まして、暫 定版というこ とにさ
せていただいております。
飼料規制につい てですけれど も、1990年に は肉骨粉の反 すう動物への 使用禁止。そ の後、
2001年にはEUと同 様に、全ての 動物に由来す るたん白質の 家畜用飼料 への使用禁止 という
ことで行ってございます。
生体牛の輸入に ついては、199 0年に英国か らの輸入を禁 止してござ いまして、そ の後、
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1996年にほ乳動物 由来たん白質 の反すう動物 飼料への使用 禁止措置を 行っている国 からの
生体牛のみの輸入を許可するというような対応を行っております。
EUからの生体牛 の輸入につき ましては、EU における飼料 規制に伴い まして、2001 年３月
とか、７月以降に 生まれた牛に 限定しての輸 入ということ で行われて おりまして、E Uの加
盟国以外からは2000年から禁止というような状況になってございます。
2003年の記載に ついては、今 、スイス側に この年で良い のかどうか ということを 確認し
ているというところでございます。
1999年には健康 と畜牛のBSE検 査とか、緊 急と畜牛、死 亡牛のBSEサ ーベイランス を開始
してございますが 、この際、30 か月齢超とい うことで書い てございま すが、この月 齢につ
いてはスイス側に確認をしているところでございます。
現在、EUと同様に、2013 年に健康と畜 牛のBSE検査を 廃止してお りまして、48か月 齢を超
える緊急と畜牛、死亡牛のサーベイランスというような状況になってご ざいます。
SRMの規制につき ましては、19 93年より133 ℃３気圧20分 ということ での処理を条 件とし
ておりまして、2004年からはEUの規則に沿った規制というようになって ございます 。
スイスからの輸 入につきまし ては、ここに は書いてござ いませんけ れども、2001 年まで
禁止をするまでの 約５年間で、牛 肉加工品が 大体430キロぐ らい輸入さ れているとい う状況
でございまして、 リヒテンシュ タインからの 輸入はないと いうような 状況になって ござい
ます。
続いて１枚おめ くりをいただ きまして３ペ ージ目になり ますけれども 、世界のBSE 発生件
数の推移のグラフ でございます 。BSEに つきましては 、この 表の真ん中 より少し下ぐ らいで
すけれども、スイスで467 頭、リ ヒテンシュタ インで２頭と いうことで 発生をしてご ざいま
す。リヒテンシュ タインの２頭 につきまして は、表の下の （注２）と いうことでは ありま
すけれども、２頭とも1998年に発生をしたものという状況でございます 。
また、これらの 出生につきま しては、スイ スの2003年と 2005年生ま れの２頭を除 いて完
全飼料規制の2001年以前の生まれというような状況でございます。
スイスで発生し た467頭のうち 非定型のBSE が４頭ござい まして、月齢 が82～188か 月齢ま
でというような形 になってござ いますけれど も、このうち 82か月齢の 牛はＨ型とい うこと
で判明しておりまして、ドイツから輸入をされた牛となってございます 。
残りのうち２頭 につきまして は、Ｌ型、Ｈ 型とは異なっ た型別とい うことになっ ており
まして、さらにも う一頭の型別 についてはス イス側に確認 をしている ところという ことで
ございます。
以降は参考資料 的になります けれども、４ペー ジ目は「各国のBS E検査体制」とい うこと
で、上段が食肉検査、下段がサーベイランスの状況を示したものとなっ ております 。
５、６ページが各国 のSRMというこ とでござい まして、６ページ にスイス、リヒテ ンシュ
タインということ で載せてござ います 。EUについて は、先 月SRMの範囲 を改正してお りまし
て、これは後ほど 御説明させて いただきます けれども、ス イス、リヒ テンシュタイ ンにつ
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いては、改正前のEUの規則と同じ内容ということになってございます。
最後、７ページ 目は「飼料規 制」になって おりますけれ ども、EUと 同様となって ござい
ます。
簡単ですけれども、資料の説明は以上でございます。
○村上座長

ありがとうございました。

補足がありますか。
○三木輸入食品安全対策室長

もう一つございまして、資料１―２になります。

先ほどちょっと お話をさせて いただきまし たが、EUにお いてSRMの範 囲の見直しが 先月ご
ざいましたので、これについて御説明をさせていただきます。
２ページついて おりますけれ ども、５月７ 日に官報で公 表されてお りまして、５ 月27日
からの施行という ことになって ございますが 、旧と新とを 御覧いただ きますと、こ れまで
全月齢の十二指腸 から直腸まで の腸管をSRM として規定し てございまし たが、５月27 日から
は全月齢の小腸の 後部４メート ル、盲腸に変 更をしてござ います。こ れについては 、2014
年２月のEFSAの科学的意見書に基づいて行われた措置というように伺っ ております 。
簡単ですけれども、以上でございます。
○村上座長

ありがとうございました。

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

それでは、説明を させていただ きます。資料１― ３を御覧くだ さい。
「ス

イス及びリヒテンシュタイン：BSE検査対象月齢の推移」についてご説 明いたします 。
こちらの資料は 、先ほど厚生 労働省から説 明がありまし た、健康と 畜牛、死亡牛 などの
検査月齢の推移に ついてわかり やすく表にし たものです。 内容につい ては、先ほど の健康
と畜牛から緊急と 畜牛までは厚 労省の説明と 同じとなりま す、厚労省 で一部確認中 の部分
もございます。
臨床症状牛につ きましては、1 990年12月よ り全月齢を対 象としたパ ッシブサーベ イラン
スが開始されてお りまして、199 8年より18か 月齢超の全頭 を対象とし た検査が行わ れてい
るということです。
こちらも一部確 認中のものが ございますけ れども、スイ スの回答書 によるとこう いった
記載がございます。
裏をめくっていただきまして、「スイス：出生年別摘発状況」になり ます。
スイスにおきま しては、先ほ ど御説明あり ましたように 、これまで4 67頭のBSE牛 が確認
されております。 表の2000年と2 001年の間に 四角がござい ますけれど も、全ての動 物由来
たん白質の家畜用 飼料を禁止と いうことで、完全飼料規制 が2001年１月 に導入されま して、
その後確認されま した陽性牛は2 003年生まれ と2005年生ま れで、これ はどちらも非 定型と
いうことになります。
この2003年と200 5年の下に花 のようなマー クがついてお ります。こ れは1985年と1 995年
にもございますけ れども、この マークが、こ の年に生まれ たものにつ いては非定型 を含む
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というマークになっております。
飼料規制後に生まれた検査陽性牛につきましては、下に表を作成して おります。
まず、No.1にな りますけれど も、2003年９ 月生まれで、 確認年につ きましては201 1年と
なっております。 月齢につきま しては、91か 月齢というこ とで、死亡 牛で確認され たとい
うことです。型別 については非 定型とありま すけれども、 ＬともＨと も異なる型と の報告
がございます。
次に、No.2にな りますけれど も、2005年４ 月生まれで確 認年が2012 年、月齢は82 か月齢
で緊急と畜牛とい うことで、こ ちらは非定型 Ｈ型と確認さ れておりま す。No.2につ きまし
ては、ドイツからの輸入牛ということでございます。
こちらの非定型 でＬともＨと も異なる型な のですけれど も、スイス ではもう一頭 見つか
っております。1995年 生まれで、188か月 齢の緊急と畜 牛というこ となのですけ れども、こ
ちらの２頭がスイ スでは非定型 ですがＬとも Ｈとも異なる 型というこ とで報告がさ れてお
ります。
この２頭につき ましては、201 2年10月の評 価書に記載が ございます 。お席後ろに 御用意
しております過去 の評価書（参考）とい うファイルの ７番目、BSE対策 の見直しに係 る食品
健康影響評価の75ページを御覧ください。
75ページの太字 で「３

非定型BSE プリオンの 感染性」とある上 の５行で、こちら の非定

型でＬともＨとも異なるタイプのBSEの報告について記載がございます 。
読み上げさせて いただきます と、ス イスにおいて2 011年に農場 で死亡し 、BSE検査 で陽性
となった 臨床 症状の みられ ない８ 歳齢の 牛及 びと畜 場でBSE 検査陽 性と 認めら れた15 歳齢
の牛の２頭の脳幹 を用いたウエ スタンブロッ トの結果、定 型BSE及び従 来の非定型BS Eであ
るH-BSE及びL-BSE とは異なった タイプのBSE が報告された が、詳細につ いては報告さ れてい
ないということで、この時点ではこのような形で記載されているところ です。
資料１―３に戻 りまして、スイ ス産の牛で は定型BSEは20 00年１月生 まれを最後に これま
での15年間、非定型BSEに ついては 、スイス産 の牛では2003 年９月生ま れを最後にこ れまで
の11年間発生は確認されていないという状況になります。
リヒテンシュタ インにつきま しては 、BSE牛は２頭 確認されて おります 。一番下に 表を作
成しておりますけ れども、２頭 につきまして は、1991年生 まれで約７ 歳の定型BSE、 また、
1993年生まれとい うことで約５ 歳の定型BSE について確認 がされており ます。1993年 生まれ
が最終発生で、現時点で20年以上が経過しているという状況となってお ります。
事務局からの説明は以上になります。
○村上座長

ありがとうございました。

この諮問案件に つきましても 、これまでと 同様慎重に審 議していき たいと考えて おりま
す。
ただいまの厚生 労働省及び事 務局からの説 明について、 今後十分に 議論を深める ために
も、積極的に御質問や御意見をお願いしたいと思います。どうぞよろし くお願いし ます。
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いくつかの点に つきましては 、まだ先方国 に照会中、確 認中という ところもある という
ことでございます ね。議論のポ イントとして は、一つは一 緒に諮問内 容が挙がって おりま
すけれども、全体 に対しての問 題。先ほど事 務局からも説 明がありま したけれども 、非定
型のＬともＨとも 異なったもの ということに ついて 。それから 、EUの改 正に伴うSRM の範囲
が見直されたとい うことで、そ れに関するこ と。こういっ たところが 議論のポイン トにな
ろうかと思います。
いかがでございましょうか。
○筒井専門委員

ちょっとわか れば教えてい ただきたいの ですが、こ れはスイスと リヒテ

ンシュタインは同 じように扱う ということで 、その場合の 先ほど法整 備、法体制と いうの
が、リヒテンシュ タインという のは完全にス イスと同じと いうことで お話があった のです
けれども、制度、法的な整備というものは大体同じであろうと考えてよ ろしいので すか。
○三木輸入食品安 全対策室長

体制としては 、リヒテンシ ュタインは リヒテンシュ タイン

で組織はあります けれども、法 的な管理の体 制については 全部スイス の法律に基づ いてや
っておりますので、先生がおっしゃるように、同じと考えてよろしいか と思います 。
○村上座長

ほかにございませんか。

○姫田事務局長

資料１―１の ６ページのSR Mの範囲です けれども 、確認です が、４ 本の切

歯が生えた個体の 脊柱と書いて ありますが、 これは基本的 に４本の切 歯が生えたと いうの
は、30か月齢以上とみなすという考え方で規定されているのでしょうか 。
○三木輸入食品安全対策室長
○村上座長

そのとおりでございます。

ほかにございませんか。

では、私から、 非定型４頭の うちＨでもＬ でもないとい う、その後 の状況につい て、現
状を厚生労働省な り事務局で把 握されている こともあるか もしれませ んが、わかれ ばお願
いいたします。
○田中課長補佐

先ほど御紹介 しました2012 年10月評価書 で引用した 文献に、伝達 性試験

を実施中という記 載がございま したので、事 務局で新たな 知見や文献 の有無につい て確認
しましたが、現時点では確認できておりません。
○三木輸入食品安 全対策室長

必要でありま したら、スイ スの当局に 照会をして確 認をさ

せていただきます。
○村上座長

わかりました。

委員の先生方の 中で、これに ついての知見 をお持ちの方 はおられま せんか。横山 専門委
員、いかがでしょうか。
○横山専門委員

特に知見は持 ち合わせてい ないのですけ れども、こ の論文が発表 された

ときに、同じ雑誌 の５月号のと ころで、ニュ ージーランド の方が正常 たんぱく質の 切れ残
りの可能性を指摘 して、それに 対する反論の 中で、現状伝 達性試験を やっているの で否定
も肯定もできない というような スイス側の記 載もあります ので、問い 合わせをされ るとき
に、スイスとして どのような判 定をしている のか、また今 の伝達性試 験の実施状況 も、発
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表からかれこれ３ 年ぐらいたっ ていますので 、そのあたり もあわせて 問い合わせて いただ
いたらいいかと思います。
○村上座長

では、そのことを厚生労働省から御照会いただければと思います。

○三木輸入食品安全対策室長
○田中課長補佐

わかりました。

ただいまお配 りさせていた だいた机上資 料につきま しては、2012 年10月

評価書の参照文献と、横山専門委員から言及のございました、その後に 出た文献で す。
最初の参照文献 につきまして は、伝達性試 験実施中とい うことがあ りますけれど も、そ
の後の状況はわか っていないと いう状況にな りますので、 確認を厚労 省にお願いし たいと
思います。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにございませんか。お願いします。
○福田専門委員

スイスの一番 最後に発見さ れたのがドイ ツの輸入牛 ということな のです

けれども、国全体 で輸入された 生体数という のはわかりま すか。EUか ら多分いくら か輸入
されていると思います。もしわかれば教えてください。
○本山係長

後ろ にご用意して おります、
「スイ ス回答・参考資料」と いう資料を御 覧いた

だけますでしょうか。
今、福田先生か らの御質問は 、スイスに輸 入された生体 牛の量とい うことでよろ しいで
しょうか。資料１ の12ページか ら生体牛の輸 入の状況が国 別、年別に 記載をされて おりま
して、多い年には7,000という頭数の輸入がされております。
輸入牛の規制に つきましては 、先ほど厚労 省から説明が ありました ように、順次 必要に
応じて輸入規制がとられているものと考えております。
○村上座長

よろしいでしょうか。ほかにございませんか。よろしいですか。

それでは、スイスとリヒテンシュタインに関する質問はこれでよろし いでしょう か。
（「はい」と声あり）
○村上座長

また 、EU規 則の改正に伴 うEUのSRMの範 囲の見直し については 、過去に 評価を

行ったEU各国の健 康影響評価に 影響を及ぼす ものではない というよう に考えておい てよろ
しいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、三木室長ありがとうございました。
先ほどの質問等 につきまして 、追加資料の 提出をお願い することに なると思いま すけれ
ども、御対応どうぞよろしくお願いいたします。
では、今後、諮 問されました 件について審 議していくと いうことに なりますけれ ども、
本日は今後の進め方について議論したいと思います。
まず、私から案 を提示させて いただきます ので、それら に対しまし て御意見を頂 戴した
いと思います。
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まず、評価手法に ついては、201 2年10月の評 価書と同様と してはどう であるかとい う点。
次いで、米加仏 蘭、アイルラ ンド、ポーラ ンド、スウェ ーデン、ノ ルウェーと同 様、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してはど うかという 点。
３番目としまし ては、感染試 験、非定型BS E、variant C JDについて は、2012年10 月の評
価書以降に、評価 結果に影響を 与える新たな 科学的知見は ないと考え られるため、 ひとま
ずは記載しないことにしてはどうかということ。
最後に、評価書 のたたき台に ついては、厚 生労働省提出 資料に基づ いて、起草委 員に検
討を依頼することではいかがでしょうか。
以上、よろしいでしょうか。
○山本専門委員

１点だけ確認させてください。

諮問は一括して スイス、リヒ テンシュタイ ンで来ている のですけれ ども、評価書 もそれ
を包括した形でといいますか、別々で書き分けるというわけではないの ですか。
スイスはスイス、リヒテンシュ タインの部 分はリヒテン シュタインの 部分といいま すか、
同じように書いて いくと、最後 に評価書まと めということ になると、 書きにくいと ころも
出てくるかと思い ますが、その 辺はこちらに 書きぶりは任 せていただ けるというこ とでよ
ろしいですか。両 方一括して聞 かれているわ けですけれど も、返すと きの返し方と して、
スイスの部分では まとめはこう 、リヒテンシ ュタインのま とめはこう 、そのような 感じの
返し方でよろしいでしょうか。
○三木輸入食品安 全対策室長

どちらでもと いいますか、 国としては 当然別の国で ござい

ますので、日本と して輸入時の 管理措置を求 める場合には 、当然別々 の国としての 対応を
させていただくと いうことにな りますが、評 価については 一緒でも別 々でも、それ は管理
措置側としてはどちらでも対応ができると思っています。
○山本専門委員

では、書きぶ りについては お任せいただ けるという ことで了解い たしま

した。
○村上座長

ほかに、進め方についてはよろしいでしょうか。

○横山専門委員

先ほどの型が 不明な非定型 の件なのです けれども、 そこに余りこ だわり

過ぎると方向が見 えなくなると いう気がしま すので、現実 に2005年に Ｈ型の非定型 が出て
いる、飼料規制後 に非定型が出 ている、ここ はもう確かな 話で、あと 、型別が不明 にして
も2003年生まれの 非定型がある かもしれない ということは 、その中で 包括して考え ても構
わないと思います。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかによろしいでしょうか。
それでは、頂き ました御意見 を踏まえて、 評価書のたた き台につい て、起草委員 の先生
方の御意見を踏ま え、事務局に 案の作成をお 願いしたいと 思います。 担当の起草委 員の先
生方におかれましては、よろしくお願いいたします。
また、専門委員 の先生方にお かれましては 、引き続き諮 問内容に関 する質問ある いは用
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意しておいたほう が良いと思わ れる資料等、 お気づきの点 がございま したら、事務 局まで
御連絡をお願いい たします。頂 きました御意 見については 、次回の専 門調査会まで に担当
起草委員の先生方と検討しておきたいと思います。
それでは、審議を進めてまいります。議事２を開始いたします。
デンマークから 輸入される牛 肉及び牛の内 臓に係る食品 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 先生方にデン マーク評価 書（案）たた き台に
ついて検討をいた だきましたの で、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、説明をお願いいたします。
○田中課長補佐

それでは、資料２について説明をさせていただきます。

「デンマークから 輸入される牛 肉及び牛の 内臓に係る食 品健康影響評 価」につきま して、
たたき台を作成し 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
されましたので、 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。今回は デンマークの 対策部分を 中心に説明を させていただ ければと思い ます。
まず、ページ をおめくりい ただきまして 、４ペー ジ目「Ⅰ ．背景及び 評価に向けた 経緯」
ですけれども、33 行目に厚生労 働省から、デ ンマークから 輸入される 牛肉等の輸入 条件の
設定について、食品健康影響評価の要請があった旨を記載しております 。
次のページをめ くっていただ きまして、５ ページになり ます。18行 目から「３． 諮問事
項」ということに なります。「（ １）月齢制限 」が「輸入禁 止」から「3 0か月齢」と した場
合のリスクの比較 ということで 、こちらの内 容も厚生労働 省からの諮 問文書をその まま記
載しております。
６ページ目「４ ．本評価の考 え方」になり ます。こちら も2012年10 月評価書と同 様にな
っております。以 下にポツが10 行目以降ござ いますけれど も、こちら にございます ような
考え方に基づいて評価を実施するというようなことを記載させていただ いておりま す。
ポツの一番目に ございますよ 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、③ 変異型クロイ ツフェルト・ ヤコブ病（v CJD）発生の リスク
の順で検討を行う。」ということで、その内容を記載しております。
ただ、32行目 のところにご ざいますよう に、
「ただ し、上記 のうち、＊を記した事 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 代えることと し、本評価 書において再 掲しな
いこととした。」としております。
このため、＊の ついている部 分以外の部分 、特に19行目 の牛群の感 染状況につい ては、
BSEの発生状況等、また24行目、食 肉等のリス クについては、と畜場の管 理状況等につ いて、
デンマークについてのBSE対策を整理していくこととしております。
次に、７ページ 目に行きまし て、諮問内容 が先ほどあり ましたけれ ども、そのう ち10行
目からございます（１）の輸 入月齢制限及 び（２）のSRMの範囲に ついて、前回調査 会で取
りまとめを先行して行うこととされましたので、ここにそのように記載 をしており ます。
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次に、８ページ目 以降になりま す。こちらは、
「Ⅱ．BSEの現状」と いうことで、BS Eの現
状について総論的 に記載をさせ ていただいて おります。「 １．世界のBS E発生頭数の 推移」
でございますけれ ども、O IEに対し報告 のあったBSE の発生頭数は 累計で19万66 2頭。これは
2014年末現在の数 字となってお ります。発生 のピークは19 92年でござ いまして、年 間３万
7,316頭のBSE発生 報告がござい ましたが、そ の後大幅に減 少しまして 、2012年には2 1頭、
2013年には７頭、2 014年には12 頭の発生にと どまっており ます。この ことは飼料規 制の強
化等による主たる 発生国である イギリスの発 生頭数が激減 しているこ とに加え、同 様に飼
料規制を強化した イギリス以外 の国における 発生頭数も減 少してきて いることを反 映して
いるとの記載をさせていただいております。
次の９ページが 今御説明しま した、世界におけるB SE発生頭数 の推移になり ます。こちら
は2014年までのデ ータになりま すけれども、 こちらの中で ＊１、この ほか2015年１ 月にノ
ルウェーで１頭、同 年２月にカナ ダで１頭のB SE陽性牛が報 告されてい るということ も記載
をしております。
また、10ペ ージ目にな りますけれど も、こ ちらは表１でE U等における BSEの検査頭 数につ
いてまとめたもの になります 。EUのTSE レポートから 作成してい るものですけ れども 、今般
2013年のTS Eレポ ート が公表 されま した ので、 そちら のデー タに 更新し ており ます 。2001
～2013年の間に１億1,050万頭を検査しているということになります。
次に、「２．各国 のBSEの検査 体制」になり ます。ここか らデンマー クについても 記載を
しております 。デンマー クはEU加盟国 でございまし て、EU のBSE規則に のっとって対 策を行
っているという回 答がございま す。BSE検査体制 ですけれども、３ 行目から、食用目 的で処
理される健康と畜 牛のBSE検査は、EU では、2013年から、加 盟国の判断 により実施し なくて
も良いということ とされており ます。デンマ ークは従前、 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 検査が廃止 されたという ことで
ございます。
次のページに行 っていただき まして、
「 ３．各国の 特定危険部 位（SRM）」につきま してま
とめたものになり ます。SRMでご ざいますけ れども、先ほ ど御説明がご ざいましたよ うに、
EUでSRMの範囲が変 更になりまし た。そ ちらが４行目 以降に記載 しております けれども 、腸
については、EUで はこれまで十 二指腸から直 腸までの腸管 及び腸間膜 とされており ました
が、2015年５月27 日から、小腸 の後部４メー トル、盲腸及 び腸間膜に 変更されたと いうこ
とでございます。
下の表につきま しては、EU、 デンマークも 同じ日に変更 していると いうことでご ざいま
すので、新たなSRMについて記載をしております。
次の13ページ目 に「４．各国 の飼料規制」 の状況を記載 しておりま す。デンマー クでは
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 料規制という ものが行われ ておりまして 、現在もそ れが行われて いると
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いう状況になります。
14ページ目以降 は、飼料規制等 のデンマー クにおけるBSE 対策につい て記載をさせ ていた
だいておおります。
まずは「Ⅲ．牛 群の感染状況 」になります けれども、こ ちらはいつ もどおりまと め表を
作成しております。
18ページを御覧 ください。
「牛群の 感染状況の まとめ」というこ とですけれど も、デンマ
ークにおける国内 安定性のうち 、飼料給与に つきましては 、デンマー クは1990年12 月、反
すう動物への反す う動物由来肉 骨粉の給与を 禁止したとい うことで、1 997年には反 すう動
物へのほ乳動物由 来たん白質の 給与を禁止。 その後、先ほ ど申し上げ ましたように 、2001
年１月から全ての家畜への動物由来たん白質の給与を禁止したというこ とでござい ます。
SRMの 利用実 態とい たしま して は、SRM の範囲 は先 ほど御 説明い たしま した 。全て のSRM
は除去されまして 、肉骨粉はセ メント工場で 焼却されてお りまして、 油脂はバイオ ディー
ゼルの原料として使われているということでございます。
レンダリングの 条件につきま しては 、1997年にレ ンダリング施 設において 、133℃ ３気圧
20分の処理を義務 化されている ということで す。また、不 溶性不純物 が0.15％を超 える反
すう動物由来の油脂は使用が禁止されているということです。
交差汚染防止対 策につきまし ては、2001年 １月から全て の家畜用飼 料に動物由来 たん白
質原料の使用が原則禁止となっております。
また、反すう動 物用飼料を製 造する建物内 での動物性た ん白質、魚 粉などの製造 は原則
禁止をされているということでございます。
下にサーベイラ ンスがござい ます。現在デ ンマークでは 、48か月齢 超の死亡牛、 緊急と
畜牛について検査 を行っている ということで ございます。 また、健康 と畜牛の検査 の変遷
については、2000 年10月から24 か月齢超の一 部ということ で、健康と 畜牛の検査を スター
トしております。 その後、いく つか月齢や対 象を変更して いきまして 、2013年７月 からは
国産の健康と畜牛 の検査は廃止 しております 。ただ、輸入 牛につきま しては、EU域 外、ま
たはEU域内の一部 の国から輸入 される48か月 齢超を対象に 検査は実施 されていると いうこ
とです。
また文章に戻っ ていただきま して、14ペー ジになります 。「（１）生 体牛、肉骨粉 等の輸
入」につきまして 、デンマーク は生体牛の輸 入につきまし て、1990年 にイギリスか らの全
ての牛の輸入が禁 止されたとい うことでござ います。1990 年までにイ ギリスから輸 入され
た全ての牛につい て、耳標によ り管理を行い まして、食料 ・飼料チェ ーンから除外 されて
おります。当該牛につ きましては、生産 寿命が尽きる ころに殺処分 され、BSE検査の 後焼却
されたということ で、そのBSE検 査の結果、 全て陰性であ ったことが確 認されており ます。
また、生体牛の輸 入につきまし ては、2006年 にはイギリス から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 れたというこ とで、EU域外 からの生体牛 の輸入につい ては、
EU規則に基づいて 規制されまし て、輸入時に は国境検査所 の獣医官に よる検査も行 われて
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いるということです。
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、
動物由来副産物の 輸入の際には、原則としてS RMが含まれて いないこと などを記した 衛生証
明書の添付が義務付けられ、獣医官による確認が行われているというこ とです。
「（２）飼料規制」については、先ほど説明しましたので省略をいた します。
次に15ページに 参りまして、「 ２．BSEサー ベイランスの 状況」とい うことになり ます。
デンマークにおき ましては 、1990年６ 月からBSEにつ いての届出 義務が課され まして 、1998
年４月からBSEの疫学サーベイランスが開始されております。
その後は健康と 畜牛の対象月 齢等の変更に なりますので 、先ほど説 明しましたの で省略
いたします。
また、17行目か らになります けれども、デ ンマークで行 われるサン プリング及び 診断法
は、EU規則に準拠 しているとい うことで、迅 速診断検査に つきまして は、国立リフ ァレン
ス研究所及びデン マーク食品獣 医局の承認を 受けた２カ所 の民間研究 所で実施され ている
ということです。 病理組織学的 検査、免疫組 織化学検査及 びウエスタ ンブロット法 による
確定診断は国立リファレンス研究所（NRL）でのみ実施されているとい うことです。
デンマークの各 年のBSEサーベ イランス頭 数については 、表５ に示しており ます。健康と
畜牛、死亡牛、緊急と畜牛ごとに検査頭数を記載させていただいており ます。
BSE陽性牛が一番 右に欄がござ います 。1992年に１ 頭、初 めて確認さ れたものにな ります
けれども、＊３に ございますが 、この牛はイ ギリスからの 輸入牛とい う報告がされ ており
ます。
その後、2000年以降、2000 年に１頭、2001年 に６頭、2002年に５ 頭と、BSE陽性牛 が確認
されておりまして、デンマーク産 の牛では合 計18頭のBSE陽 性牛が確認 されていると いうこ
とになります。
次のページをめ くっていただ きまして、17 ページになり ます。先ほ どの説明と少 し重な
りますけれども、「 ３．BSE発生 状況」という ことで、「（１ ）発生の概 況」というこ とで、
デンマークでは 、1992年 にイギリスか ら輸入され 、臨床症 状を呈した牛 で初めてBSE 検査陽
性牛が確認されたということです。
デンマーク産牛 では、合計18頭のBSE 検査陽性牛が 確認されて おり、これらの検査 陽性牛
の最若齢は39か月齢、最高齢は173か月齢、平均78か月齢と報告されて おります。
なお、非定 型BSEにつき ましては 、2014年現 在で1990年生 まれの１頭 が確認されて おりま
して、168か月齢のＬ型という報告がされております。
「（２）出生コホ ートの特性」 になります けれども、BSE 検査陽性牛 頭数を図３に 示して
おります。
出生時期につき ましては、199 6年生まれが 最も多く確認 されており ます。デンマ ークに
おいて、完全な飼 料規制が2001 年１月に規制 強化されてお りますけれ ども、2001年 １月以
降に生まれた牛で は、BSE 検査陽性牛は 確認されてい ないという ことで 、1999年３月 に生ま
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れた牛を最後に、こ れまでの16年 間に生まれ た牛にBSEの発 生は確認さ れていないと いうこ
とです。
次に、「Ⅳ．SRM 及び食肉処理 」の部分にな ります。こち らもまとめ 表を作成して おりま
す。
21ページを御覧 ください。と畜場 での検査、また、SRM除 去の実施状 況等について まとめ
ております。
まず、と畜場 での検査に 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 、DVFA
の獣医官が目視で と畜前検査を 実施するとい うことで、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BSE 検査が実施 されるという ことで
す。
健康と畜牛の検査につきましては、先ほど説明しましたので省略いた します。
また、圧縮した 空気又はガス 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
につきましても、いずれも実施をし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、30 か月齢超の牛 の脊柱は食肉 処理施設で 除去されると いうこ
とで、SRMの除去は 獣医官により 確認がされ るということ です。また、 除去されたSR Mは青
色のインクで着色され、専用の容器に廃棄されるということです。
除去の実施方法 につきまして は、背割り鋸 が１頭ごとに 洗浄されて おります。脊 髄は、
枝肉の背割り後に 専用の器具ま たは吸引装置 により除去さ れておりま す。また、脊 髄の除
去は、獣医官 により確認 がされており 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す。
MRMについては、製造していないということです。
戻っていただきまして、20ページ「（２）トレーサビリティ」になり ます。
デンマークでは 、と畜場にお ける月齢確認 には個体ごと に管理され た耳標が使用 されて
いるということで 、個体の識別 が明らかでな い場合は、と 畜は許可が されないとい うこと
でございます。
また、下のほ うになりま すが、出生 、死亡及 び移動があっ た場合には ７日以内に報 告し、
耳標は20日以内に装着することが義務づけられているということでござ います。
また、デンマー クの牛のと畜 場及びと畜頭 数になります けれども、 牛のと畜場は2 014年
現在で78施設とい うことです。 牛の年間と畜 頭数は2012年 のデータで は約49.2万頭 でござ
いまして、30か月 齢超が約21万 頭ということ です。なお、 牛の飼養頭 数につきまし ては、
2014年のデータによると約157万頭との回答がございます。
以上で説明を終わります。
○村上座長

ありがとうございました。

起草委員の先生方、追加説明はないでしょうか。
○山本専門委員

1 9ページの12 行目に１カ所 、
「回腸 遠位部を含 む腸及び腸間 膜は、胃と分

けて除去される。」 という文章を 記載したの ですけれども 、５月27日付 でSRMの範囲 が変更
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されたということ もありますし 、この部分に ついては記載 する必要は 特段ないので はない
かという気もいた しますし、こ れを削除して もよろしいか と思うので すが、いかが でしょ
うか。
○村上座長

ありがとうございます。

今の山本先生の 追加の点も含 めて、御質問 、御意見をお 願いしたい と思いますが 、まず
最初に先ほどの点 、いか がでしょうか 。SRMの 範囲が腸管に ついて変更 されたことに 伴う除
去の方法等、これ から変化する ということで 、この部分を 削除したい ということで すが、
いかがでしょうか。
よろしいですね。
（「はい」と声あり）
○村上座長

では、そのようにさせていただきたいと思います。

ほかにございませんでしょうか。
いつものとおり でございます が、審議部分 が長いので区 切って確認 させていただ きたい
と思います。
まず、最初に「 Ⅰ．背景及び 評価に向けた 経緯」のとこ ろの問題が ある点、御質 問等ご
ざいましたらお願いいたします。よろしいですね。
では、８ページ 、デンマーク における「Ⅱ ．BSEの現状 」について、 いかがでしょ うか。
よろしいですか。
それでは、
「Ⅲ．牛群の感染 状況」について、14ペ ージ以降のと ころです。いかが でしょ
うか。よろしいですか。
最後に、19ペ ージ以降「Ⅳ．SRM 及び食肉処理 」について の記載内容 についてはい かがで
しょうか。ここは 最初に19ペー ジ、山本専門 委員から12行 目の「回腸 遠位部を含む 腸及び
腸間膜は、胃と分 けて除去され る。」の部分 については、S RMの範囲の 変更に伴い除 去する
ことが妥当ということに先ほどさせていただきました。
ほかにございませんか。
○横山専門委員

一つよろしい ですか 。ここでのSRM の表記とい うのは 、それぞれの 国での

定義ですよね。一 方、評価のと きに、これは 確認にもなる のでしょう けれども、輸 入され
るまたは国内での リスクを考え るというのは 、我が国のSRM の定義を当て はめる。です から、
SRMという言葉の中 に２種類の意 味が混在し ているところ が、少し紛ら わしいのかな という
気がします。
実際には我が国 のほうがさら にSRMの定義 としては狭い ので、EUのデ ンマークでの SRMの
除去というのは、 日本よりもた くさんの部分 、長い消化管 の部分が除 去されている という
観点からすると、 全体の流れと しては問題な いのでしょう けれども、 もう少しそれ ぞれの
違いが明確になるような表現を工夫する必要があるかという気は少しし ました。
○村上座長

わかりました。

それはもう少し具体的に言うとどのようなことですか。
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○山本専 門委 員

こ この部 分はデ ンマー クに おけるSR Mの範 囲とそ の除 去の方 法につ いて

記載して、その時 点でのデンマ ークのリスク がどのように なっている のかというこ との評
価。あと、最終的な評価の ところについ ては、食品健康影 響評価で日本 のSRMとの比 較にお
いてどうこうとい う話にしたい と思いまして 、後ろのほう に日本におけ るSRMという ような
記載を入れてあり ますので、そ れとの比較を して健康影響 評価の最終 判断というこ とでい
かがでしょうか。
後でそのまとめ のところをも う一度全文読 み上げをした 後、ちょっ と考えていき たいと
思うのです。
○横山専門委員
○村上座長

それで良いかと思います。失礼しました。

ほかにございませんでしょうか。

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、
「Ⅴ．食品 健康影響評価 」の案に ついて、説明させてい ただき

たいと思います。
まずは、いつものように事務局から全文の読み上げをお願いできます でしょうか 。
○大快係員

それ では、資料２の22ペ ージからの「Ⅴ ．食品健康 影響評価 」部分につ 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、デンマー クについて、（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 190,662頭で あるが、年間 の発生頭数 は、1992年の3 7,316
頭をピークに減少 し、2012年には 21頭、2013年 には７頭、201 4年には12頭 となっている（2014
年末現在）。
デンマーク産牛 では、18頭のBS E感染牛が確 認されており 、うち１頭は 非定型BSEで ある。
出生年でみた場合、1999年３月生まれの１頭を最後にBSE感染牛は確認 されていない 。

２．飼料規制とその効果
デンマークにお 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、 デ ンマ ーク では1 4年 以上 が 経過 して いる
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（2015年５月現在）。
また、デンマ ークにおいて は、OIEが 示す「管 理されたリス クの国」に要求される1 0万頭
に１頭のBSE感染牛 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BSE検査陽 性牛は確認さ れていない ことから、デ ンマークにお 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
デンマークにお いては 、日本におけ るSRMの範囲よ り広い範囲 をSRMと定義し 、SRM の除去
やピッシ ング の禁止 などの 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。
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。
デンマークにおいては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 、デンマー クでは１頭（168か 月齢）の非定型BSE が確認されて おり、
Ｌ型であった。

７．まとめ
（１）牛群のBSE感染状況
デンマーク産牛 では、これまで18頭 のBSE感染牛が 確認されて いるが 、2001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BSE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、デンマークに 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、デ ンマークに 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。
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（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
デンマークにお いては、仮にBS E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、2012年1 0月評価書に 記載のとおり、牛 におけるBSE 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。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42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
摂取実験では、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。v CJD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、2014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 止を始めとす るBSE対策が 、牛のみなら 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６～18歳）。また 23か月齢で確 認された非 定型BSE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、BSE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BSE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BSE感染に おける牛と人 の種間バリ アの存在を踏 まえる
と、デンマークに 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BSEプリオン による人で のvCJD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 デンマークに 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
デンマークに係 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
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できる。

②SRMの範囲
デンマークに係 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30か 月齢超の頭部 （舌、
頬肉、皮及び扁桃 を除く。）、脊 髄及び脊柱」 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。

全文読み上げて いただきまし たけれども、 いま一度繰り 返しになり ますが、ポイ ントだ
け御説明させていただきます。
全体としては、2 012年10月の 評価書、仏、 蘭の部分、そ れからアイ ルランド、ポ ーラン
ド、スウェーデン、ノルウェー、それと並びをとる形で整理をさせてい ただきまし た。
「１．BSEの発生 状況」ですが 、デンマー クではデンマ ーク産牛では 18頭のBSE感 染牛が
確認されています。う ち１頭は非定 型BSEです。出生年 で見た場合、199 3年３月生ま れの１
頭を最後にBSE感染牛は確認されていません。
「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 4年以
上が経過していま す。飼料規制強 化後に生ま れたBSE検査陽 性牛が確認 されていない ことか
ら、デンマークにお ける飼料規制 はBSEの発生 抑制に大きな 効果を発揮 していると判 断しま
した。
「３．SRM 及び食肉処理 」ですが 、日本にお けるSRMの範 囲より広い範 囲をSRMと定 義して
おります。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
るものと考えました。
４～６番目は、これまでの評価書の内容と変わりませんので省略させ ていただき ます。
「７．まとめ」 の部分ですが 、仏、蘭、ア イルランド、 ポーランド 、スウェーデ ン、ノ
ルウェーと同じ書きぶりの文章となっております。
以上で説明を終わります。
○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 頂きたいと思 います
が、その前に本日御欠席の専門委員から、事前に御意見等頂いておりま すでしょう か。
○田中課長補佐
○村上座長

本日欠席の専門委員から、事前に御意見等の提出は頂いておりま せん。

それでは、質問、御意見をお願いいたします。

先ほどの横山専門委員からの御質問についても、いかがでしょうか。
○横山専門委員

申しわけありませんでした。

評価書の中では、SRMは基本的 にはデンマー クのものを特 に記載がな い限り示して いると
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理解いたしました。
○村上座長

ほかにございませんでしょうか。

○中村（好）専門 委員

蛇足か もしれません けれども、変 異型クロイ ツフェルト・ ヤコブ

病の発生状況につ きましては、 厚生労働省の 研究班のサー ベイランス 委員会で把握 してい
る事実と、全く今 回の案に記載 されているこ とは一致して おります。 このとおりだ と判断
しております。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにございませんでしょうか。
○熊谷委員長

ち ょっとさかの ぼってしまっ てすみません 。14ページ の記載なので すけれ

ども、「１．飼料規 制等の概要」 の（１）の 中ごろに、「そ の後、2006 年には英国か ら」と
いう文章がありま す。肝心のデ ンマークのこ とが書いてな いのですけ れども、恐ら くデン
マークは英国から入れていないのではないかと思っているのです。
それから、その 次の文章はデ ンマークのこ とを書いてい ると思うの ですけれども 、要す
るにデンマークの ことがわから ないので、そ れを書き加え ていただけ ればと思いま すが、
どうでしょうか。私の全くの勘違いなのか。
○村上座長
○本山係長

いかがでしょうか。
前 回の調査会で も、デンマー クは輸入牛が かなり多くあ ったというこ とで、

輸入牛の頭数につ いて御質問い ただきまして 、今回も資料 を用意して おるのですが 、ペー
ジ数がないもので 、今回も口頭 だけで御説明 させていただ くのですけ れども、2006 年以降
英国からの輸入を デンマークは 再開しており ます。頭数が 2006年16頭 、2007年23頭 と、さ
ほど多いものではないとは思いますけれども、輸入が再開されておりま す。
こちらに記載し ております「 一定の条件を 課した上で」 というもの ですが、こち らはEU
全体として、EU規 則で英国で199 6年８月以降 に生まれたも しくは育て られた牛を除 くとい
う条件を課した上 で、英国から のEU域内への 輸出がEU全体 として認め られて、デン マーク
にも輸入されてございます。
続きの「輸入時 には」という ところも、デ ンマークへの 輸入時には というところ で、デ
ンマークについての記載となってございます。
○熊谷委員長

わかりました。

そうしたら、
「2006年に は英国からデ ンマークを含 むEU各国 」という 言い方で大丈 夫です
か。
○本山係長
○熊谷委員長

では、そのように修正させていただこうと思います。
そ れから恐らく その次の文章 も、「規制さ れ、輸入時に は、国境検査 所の」

ところで、
「 EU域外 からの生体牛 のデンマーク への輸入につ いては」と記 載できるかど うか。
○本山係長

先生、今 の表現は、
「EU域外 からデンマー クへの生体 牛の輸入につ いては」と

させていただくということでよろしいでしょうか。
○熊谷委員長

はい。
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○村上座長

ありがとうございます。

では、それでお願いいたします。
ほかにございますでしょうか。
○横山専門委員

今の箇所なの ですけれども 、これ だけで生体牛 、BSE に関してチェ ック機

能が働いていると いうようには 評価できない 。要は、生き ているうち の検査ができ ない。
ですから、もし記 載するのであ れば、この牛 たちがちゃん と追跡され て大丈夫だっ たとい
うようなことが必要になってくるかと思います。
○村上座長

それ は、その数行 前のところに イヤータグで 標識されて 管理と追跡が 行われ

るという記載、これでは読めないですか。
お願いします。
○本山係長

今の 座長から補足 をいただいた 部分は、1990 年のイギリ スからの輸入 禁止ま

でのものについて は青色で特別 な管理がされ まして、全頭BSE の検査もされ て、食料・飼料
チェーンに入っていないという対策がとられております。
この輸入禁止前の 英国からの輸 入牛以外につ きましては、 赤色の耳標 で管理がされ ており
まして、検査につきまし ては、15ページ目「２．BSE サーベイラン スの状況」の14行 目から
に記載しておりま す。
「 EU域外又 はEU域内の一 部の国から輸 入される48 か月齢超の牛 につい
ては、検査を実施する」というような記載でございます。
この中のEU域内 の一部の国と いうのが、EU に一番新しく 加盟した３ カ国になって おりま
すので、横山先生 の御懸念が例 えば輸入が解 禁された後の イギリスか らの輸入牛と いうこ
とでしたら、耳標 では輸入牛と いう管理はさ れておるので すけれども 、健康と畜牛 という
形では検査はされていないものだと思われます。
○村上座長

よろしいでしょうか。

○佐藤委員

ちょ っと戻るので すけれども、 先ほど熊谷委 員長から御 質問のあった ところ

で、10行目からの ２つの文章な のですけれど も、これはEU 全体でこの ように決めて このよ
うにやっていると いう話ですよ ね。そうする と、そこでは これはこの ままにしてお いて、
デンマークもその ような規制に 基づいて英国 から輸入した とかEU域外 から輸入した とかと
いう、新しい文章を加えておいたほうが良いのではないでしょうか。
というのは、多分 EUについての 、また何か評 価書を書くの だろうと思 うのですけれ ども、
そのとき一々また 全部いじらな くてはならな いので、これ はEU全体の 決めたことで あるか
ら、これはこのま ま残して、そ のときデンマ ークがどうし たのだとい うことをはっ きりわ
かるように書いておいたほうがよろしいのではないかと思うのです。
○村上座長

今の佐藤先生のお話、いかがでしょうか。

○山本専門委員

後ろにデンマ ークについて は、英国を含 むEU域から の輸入を解除 して、

その後輸入時には 国境検査所の 獣医官による 検査が行われ ているとい う一文をつけ 加える
ような形にいたしましょうか。
○佐藤委員

その ほうが多分、 もしそれで同 じことが言え るのであれ ば、あといろ いろ良
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いのではないかと思うのです。
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、御指 摘に従いまし て修文すると いうことでよ ろしいでし ょうか。あり がとう
ございます。
○山本専門委員

あと、輸入牛 についての検 査は、これは 健康と畜牛 を検査しない のでは

なくて、48か月齢超を検査するというようには読めるのですが。
○本山係長

すみ ません。EU域 外からのもの については48 か月齢超の もの全て、EU 域内の

場合は３カ国、ブ ルガリアとク ロアチアとル ーマニアから の輸入牛で 、48か月齢超 のもの
については検査を 行いますので 、それ以外の EU域内の国か らの輸入牛 については健 康と畜
牛の検査が行われ ておりません 。もしこの文 章がわかりに くいようで したら、修文 はまた
検討いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○村上座長

文章 の構成として 、基本的にや はりEU域内の 動きとして 動いているの で、ま

ずEUがこうだと、 先ほどの佐藤 先生のお話の とおり、それ を受けた形 でデンマーク はこう
だ、域内で検査を するのはこう だというよう に序列を組ん でいったほ うがわかりや すいか
と思います。
そのような形で、山本先生、御検討いただくということでいかがでし ょうか。
○山本専門委員

はい。そこの ところは少し 考えさせてい ただいて、 皆様方にまた 回した

いと思いますけれども、よろしいですか。
○村上座長

ありがとうございます。

○鋤柄評価第二課 長

今の15ペ ージの「EU域 内の一部の国 」という部 分でございま すけれ

ども、今も御質問 ありましたよ うに、ちょっ と不明瞭でご ざいますの で、必要であ れば３
か国を明示すると いうような方 法も一つの案 かと思います が、いかがで ございましょ うか。
○村上座長

そのほうがわかりやすいと思います。

調べなければわ からないので はなく、明記 したほうがよ ろしいかと 思います。お 願いい
たします。
ほかにございま せんか。ない ようですので 、取りまとめ をさせてい ただきたいと 思いま
す。
デンマークに関 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
とおりとし、先ほ ど御意見、御 指摘をいただ きました点を 修正して、 基本的には結 論とし
ては原案どおりという形でよろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、先ほ どの御意見、 御指摘を修正 した上で、結 論について は合意が得ら れまし
たので、評価書（案）の修文について私に御一任いただいてよろしいで しょうか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。
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それでは、今後 必要な修文を 行った上で、 起草委員の先 生とのやり とりで私に一 任いた
だいて、食品安全委員会に報告したいと思います。
続きまして、参考資料３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につきまして、御報告をさせていただきます。

先週５月24日か ら29日まで 、フラン スのパリで第8 3回OIE総会 が開催されま した。その結
果、BSE関係で新たな情報がございましたので御報告させていただきま す。
まず１点目。こ ちらの資料に お示ししてお ります「OIE のBSEリスク ステータスの 状況」
ということですが 、リスクステ ータスに関し て新たな認定 がございま した。下線を 振って
ございます、アイルラ ンド、キプロス、スイ ス、チェコ、フランス、リ ヒテンシュタ イン、
この ６か 国は いず れも こ れま で管 理さ れた リス ク の認 定を 受け てお りま し たが 、今 回の
2015年５月のOIE総会において、無視できるリスクの国として新たに認 定されました 。
また、この表の 中には記載が ないのですけ れども、ルー マニアが昨 年2014年５月 末に無
視できるリスクの 国として認定 を受けました 。それまでい わゆる非発 生国、発生が なかっ
た国だったのです が、無視でき るリスクにな った翌月６月 20日付でOIE にBSEの発生 が確認
されたということで報告がなされております。
そちらにつきま しては、非定 型のＬ型とい うことまでわ かっておる のですけれど も、月
齢 な ど に つ い て は OI E に 報 告 が さ れ て お ら ず 、 OIE で 無 視 で き る リ ス ク ス テ ー タ ス を
suspension、保留されて おりましたが 、今回 の５月末のOIE 総会で無視 できるリスク ステー
タスのリストから削除されたということになってございます。
もう一点、OIEコ ードについて も改正がさ れたと聞いて おります。内 容といたしま して、
非定型BSEが検出さ れた場合の影 響を最小限 にするために 、非定型BSE の取り扱いを 変える
ということについ て、OIE で採択された というような 情報がござ います 。実際に何を どのよ
うに変えるのか、 どのようなも のが決まった のかという詳 細が不明で すので、詳細 が確認
でき次第、改めて御報告をさせていただきたいと思います。
以上です。
○村上座長

ありがとうございます。

ただいまの事務局の報告内容について、御質問等はございますでしょ うか。
では、また判明しましたらご報告いただきたいと思います。
以上をもちまし て、予定され た議事につき ましては一通 り議論いた だきました。 事務局
から、ほかに何かございますでしょうか。
○田中課長補佐
○村上座長

ございません。

それでは、本日の審議は以上とさせていただきます。

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