食品安全委員会プリオン 専門調査会
第92回会合議事録

１．日時

平成27年７月２日（木）

14:00～15:31

２．場所

食品安全委員会中会議室（赤坂パークビル22階）

３．議事
（１）めん羊及び山羊の牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しに係る食 品健康影響
評価について
（２）その他

４．出席者
（専門委員）
村上座長、門平専門委員、筒井専門委員、永田専門委員、中村優子 専門委員、
八谷専門委員、水澤専門委員、山本専門委員、横山専門委員
（食品安全委員会）
佐藤委員長、山添委員、熊谷委員、吉田委員、堀口委員
（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

山羊におけるBSEの野外発生例について

資料２

めん羊及び山羊の牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しに係る評価書
（骨子案）

参考資料１

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

参考資料２

オランダから輸入される牛肉等の取扱いについて（一部改正）

参考資料３

OIE総会概要

参考資料４

【OIE情報】アイルランドにおける牛海綿状脳症（BSE）の発生につ いて
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６．議事内容
○村上座長

それ では、ただいまから 、第92 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、 堂浦専門委員 、中村
好一専門委員、福田専門委員、眞鍋専門委員、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５人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 2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

まず、クール ビズというこ とで５～10月 末までの間 、服装の軽装 を励行

させていただいておりますので、御協力をよろしくお願いいたします。
また、報道もさ れております けれども、７ 月、８月は夏 の生活スタ イル変革とい うこと
で、政府を挙げて ゆう活、朝早 く来て夕方早 く帰るといっ た取組を行 っております ので、
紹介させていただきます。
それでは、資料 の確認をさせ ていただく前 に、先般、食 品安全委員 会の委員の改 選がご
ざいましたので、その報告をさせていただきます。
このたび、食品安全委員会委員長に就任いたしました佐藤委員長でご ざいます。
○佐藤委員長

ど うも佐藤でご ざいます。前 期の３年が終 わりまして 、昨日２期目 の辞令

をいただいたとこ ろでございま す。それとと もに委員長を 拝命しまし て、重責を感 じてお
る次第です。これまでに引き続きまして、どうぞよろしくお願いいたし ます。
○田中課長補佐

続きまして、 委員長代理に 再任となりま した山添委 員長代理でご ざいま

す。
○山添委員

山添でございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

○田中課長補佐
○熊谷委員

続きまして、引き続き委員を務めます熊谷委員でございます。

まだ もう少し任期 がありますの で、もうしば らくお付き 合いをよろし くお願

いします。
○田中課長補佐

続きまして、 新たに委員に 就任いたしま した吉田委 員、堀口委員 でござ

います。
○吉田委員

吉田 でございます 。今回、新任 としてお伺い することに なりましたの で、ど

うぞよろしくお願 いいたします 。出身は獣医 で、専門は毒 性学でござ います。どう ぞよろ
しくお願いいたします。
○堀口委員

初め まして、堀口 と申します。 非常勤で就任 させていた だきました。 リスク

コミュニケーショ ンを推進して いくために働 きたいと思い ますので、 どうぞよろし くお願
いいたします。
○田中課長補佐

また、このほ か、本日は欠 席でございま すが、石井 委員と村田委 員が再

任となりました。
それでは、引き 続き配付資料 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
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にございます資料になります。
資料１、資料２ 、参考資料１ ～４、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、
必要に応じ適宜御覧いただきますようお願いいたします。
また、傍聴の方 に申し上げま すが、専門委 員のお手元に あるものに つきましては 、著作
権の関係と大部に なりますこと などから、傍 聴の方にはお 配りしてい ないものがご ざいま
す。調査審議中に 引用されたも ののうち閲覧 可能なものに つきまして は、調査会終 了後、
事務局で閲覧でき るようにして おりますので 、傍聴の方で 必要とされ る場合はこの 会議終
了後に事務局までお申し出いただければと思います。
以上です。
○村上座長

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

委員会における調 査審議方法等 について」に 基づいて、必 要となる専 門委員の調査 審議等
への参加に関する事項について報告をお願いいたします。
○田中課長補佐

それでは、本 日の議事に関 する専門委員 の調査審議 等への参加に 関する

事項について御報告します。
本日の議事につ いて、専門委員 の先生方か ら御提出いた だいた確認書 を確認したと ころ、
平成15年10月２日 委員会決定の ２（１）に規 定する「調査 審議等に参 加しないこと となる
事由」に該当する専門委員はいらっしゃいません。
以上です。
○村上座長

それ では、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 「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、厚生労 働省から諮問 内容について、事 務局からBSE 発生状
況について、それぞ れ説明が行わ れました。評 価手法及び今 後の審議の 進め方につい ては、
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 して、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、デ ンマークと 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。
また、評価のた 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
するとともに 、スイスで 確認されまし たＬ型 、Ｈ型とも異 なる非定型BS Eに関する情 報につ
いて、資料の提出を依頼することとなりました。
続いて、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
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価」について御審 議をいただき 、評価書案を 取りまとめま した。この 評価書案につ きまし
ては、６月16日の 食品安全委員 会への報告を 経て、現在パ ブリックコ メントの募集 が行わ
れているところでございます。
それでは、前回 諮問説明のあ りました「ス イス及びリヒ テンシュタ インから輸入 される
牛肉及び牛の内臓 に係る食品健 康影響評価」 の評価書たた き台の作成 状況について 、事務
局から説明をお願いします。
○田中課長補佐

「スイス及び リヒテンシュ タインから輸 入される牛 肉及び牛の内 臓に係

る食品健康影響評 価」につきま しては、スイ スで確認され たＬ型及び Ｈ型とは異な る非定
型BSEの２症例に関 する知見等に ついて、６月 ８日付で補足 資料の提出 を厚生労働省 へ依頼
し、７月２日本日現在、厚生労働省から補足資料は提出されておりませ ん。
また、評価書案 のたたき台に つきましては 、現在、起草 委員ととも に厚生労働省 提出資
料の確認作業を行 っているとこ ろです。今後 必要な情報を 確認の上、 評価書案たた き台が
作成でき次第、専門調査会で御審議いただきたいと考えております。
以上です。
○村上座長

ありがとうございました。

それでは、本日の議 事１を開始い たします。本件は ６月５日に厚 生労働省から 、
「めん羊
及び山羊の牛海綿 状脳症（BSE）対策の見 直しに係る食 品健康影響 評価」についての 諮問が
あり、６月16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

厚生労働省の三木でございます。

それでは、めん 羊、山羊に関 する諮問内容 について御説 明をさせて いただきます 。参考
資料１を御覧いた だければと思 います。参考 資料１の１枚 目が諮問文 でございます 。内容
につきましては、 裏面の別紙に ございます。 ここに諮問の 背景、趣旨 、具体的な諮 問内容
について、今後の方針を記載しております。
まず、
「１

諮問の背 景及び趣旨」でご ざいます。スクレ イピーにつ いてはここに 書かれ

ているとおりでご ざいますが、BS Eに感染した めん羊や山羊 を臨床的に スクレイピー と区別
できないというこ とが論文等に より指摘され ていたという 背景があり まして、我が 国にお
いては、平成16年 からSRMの除去 、BSE発生国 からの輸入禁 止、平成17 年からはスク リーニ
ング検査の実施と いったような 、めん 羊、山 羊についてのB SE対策を実 施してきたと ころで
ございます。
牛については御 承知のとおり 、国内外のBS Eリスクが低 下している状 況を踏まえま して、
諸般の見直しを行 っているとこ ろでございま すけれども 、めん羊 、山羊 のBSE対策に ついて
も現在のBSEリスク に応じた対策 の見直しが 必要であると いうことで、昨年５月に開 催をさ
れました薬事・食 品衛生審議会 のTSE部会で 検討したとこ ろ、「２

具 体的な諮問内 容」に

ございますとおり、見直しの検討を行うことが適当であるとされたとこ ろでござい ます。
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続いて、「２

具体的な諮問内容」についてであります。

「（１）国内措置」につきまして は、現在実施して いる12か月齢 以上の全ての めん羊、山
羊を対象とするス クリーニング 検査を廃止し た場合のリス クの比較と いうことでご ざいま
す。SRMの範囲について も「全月齢の扁 桃、脾臓、小腸及び大 腸並びに12 か月齢以上の 頭部、
脊髄及び胎盤」から、
「12 か月齢を超え る頭部及び脊 髄並びに全 月齢の脾臓 、回腸」とした
場合のリスクの比較をお願いしたいと思います。
変更点につきま しては、扁桃 が全月齢から 12か月齢超に なるという ことと、全月 齢の小
腸、大腸が全月齢 の回腸という こと。さらに 胎盤について は規定しな いといった３ 点が主
な変更点でございます。
続いて、次のペ ージの「（２）国境措置」で ございます。「（１）国内 措置」の見直 しに合
わせまして、現行の輸 入禁止から、BSE発 生国又は地域 のうち、食品安 全委員会のリ スク評
価を受け た国 からのSR Mが除 去され た肉 及び内 臓等を 輸入し た場合 のリ スクの 比較と いう
ことでございます。
「３

今後の方 針」をここに 書いておりま すけれども、 厚生労働省 といたしまし ては、

今回の諮問につい ての答申をい ただいた段階 で、その評価 結果を踏ま えて、必要な 管理措
置の見直しを行う 予定というと ころでござい ます。詳細に ついては次 のページから の「め
ん羊及び山羊のBSE対策について」という資料で整理をさせていただい ています。
めくっていただ いて右下にペ ージ番号が書 いております けれども、 ２ページ目「 世界の
BSE発生件数の推移 」ということ で、これは2 015年５月10 日のOIEのウ ェブサイトで の確認
をしたものであり ますが 、御覧のとお り、国 内外のBSEリス クが低下を していること が見て
とれます。唯一、2 015年の上か ら４つ目にア イルランドが ありますけ れども、これ は先般
BSEが発生しており ますので、この時 点ではバー になっており ますが、現時点で は、ここに
１頭追加されることになります。
３ページ目、飼 料規制の状況 です。めん羊 、山羊につき ましては、 牛以外の反芻 類とな
りますので、牛と同様の規制状況ということでございます。
４ページ目が「 各国の特定危 険部位（SRM）」でございま す。日本とE Uで規制がさ れてい
るという状況でご ざいまして、め ん羊及び山 羊が日本とEU のところに書 かれておりま すが、
こういったSRMの規 制をしている ということ でございます 。米国、カナ ダ及びOIEに ついて
は規制がないという状況でございます。
５ページ目、と畜場 におけるSRM除 去について、お示 しをしたも のであります。国 内での
牛におけるBSEの発 生を受けまし て、平成14 年からめん羊 、山羊につい てもSRM除去 を指導
しておりまして、 平成16年から 法的に規制を しているとい うような状 況でございま す。流
れにつきましては 、４枚写真が ございます。 左の上のほう から、背割 りをした際に スクリ
ーンを用いて脊髄 、扁桃を回 収する。内臓検査後 、小腸、大腸といった SRMに該当す る部位
を１頭ごとにビニ ール袋に収納 することにな っております 。ナイフ等 で脊髄の除去 も行う
ということで、こ のバケツに入 ったものを毎 日あわせて保 管をしてい るということ でござ
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います。右下の写真 のような容器 にと畜日ご とにまとめて 保管をして処 分をしており ます。
こういった手順に ついては、と 畜場における SSOPが作成を されており まして、点検 記録も
取っております。
６ページ目が、 国内と畜場に おける検査の 状況でござい ます。平成1 7年度からの1 2か月
齢以上のめん羊及 び山羊を対象 とした検査結 果となってお りますけれど も、御覧のと おり、
陽性数が全てゼロ となってござ います。ちな みに平成13年 からは24か 月齢以上のめ ん羊を
対象に、ウエスタ ンブロットに よるサーベイ ランスを実施 しておりま すけれども、 この結
果についても陽性件数はゼロということでございます。
次のペ ージが 最後 になり ますが 、「国 境措置 、諸外 国の状 況」 でござ います 。まず 、EU
においてはTSEのサ ーベイランス が実施をさ れております ので、その結果につ いて、お示し
をしてい ると いうも のでご ざいま す。黄 色い 帯の部 分に記 載して おりま すけ れども 、TSE
陽性となったもの のうち幾つか についてはBS Eの判別検査 が行われてお りまして、こ れまで
2002年にフランス 、あと1990年 にイギリスで それぞれ死亡 又はと畜を された年代で ありま
すけれども、山羊で２ 頭BSEが確認を されている という状況で ございます。米国、カ ナダも
参考につけており ますけれども、TSEのサーベ イランスの結 果はこのよ うな状況にな ってお
ります。
資料はありませ んけれども 、めん羊 と山羊の輸入 実績について は、輸 入停止前のBS E発生
国からの生体輸入 の実績がある のは、米国と フランスのみ でございま す。米国から は山羊
が平成10年に16頭 、平成11年に2 1頭というこ とでございま す。フラン スからは平成1 0年に
羊17頭、山羊12頭 が輸入をされ ているという ことでござい ます。最近 はニュージー ランド
からめん羊のみ輸 入されており まして、平成 24年～26年の ３年間の実 績としては77 頭とい
うことで、これらが生体の輸入状況ということでございます。
肉類等の輸入実 績につきまし ては、平成24 年からの直近 ３年間の速 報値になりま す。め
ん羊はほぼオース トラリアとニ ュージーラン ドから、これ はいずれもBS E発生国では ありま
せんけれども、約 ５万6,000トン 、山羊はオ ーストラリア からの輸入が ほとんどで約 950ト
ンが輸入されてお ります。BSE発 生国からの輸 入禁止前の20 01年からの ３年間の輸入 実績と
しては、めん 羊について は約７万8,000 トンというこ とで、オーストラ リアとニュー ジーラ
ンドからがほとん どであります が、わ ずかながら米 国、フ ランス等から 数100トン程 度の輸
入があるというも のでございま す。同 じく、山羊について はBSE輸入国 からの輸入禁 止前の
３年間においても オーストラリ アから約450 トン程度、また、規模 が全然違いま すが、フラ
ンスからは数100キロの輸入実績がございます。
ただいま御説明し たとおり、め ん羊と山羊に ついては、輸 入禁止前に米 国やフラン ス等
からの輸入実績が あり、そうい った国から、 輸入解禁の要 望があると いう状況でご 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。
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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を御 覧いただけれ ばと思

います。先ほどの 厚生労働省か らの説明にも ございました けれども、 これまでに山 羊２頭
でBSEが確認されて いるというこ とで、その 確認された山 羊のBSEにつ いての詳細を 取りま
とめたものが資料１になります。簡単に御説明をさせていただきます。
「山羊におけるB SEの野外発生 例について 」ということ で、EUにおい ては山羊２例 のBSE
感染が報告されて おります。めん羊 へのBSE感染 は、確認されてお りません。2015年 ６月現
在、野外にお けるめん羊 及び山羊のBSE 感染例は 、世界的に もこの２例 のみとされて おりま
す。この２頭の野外発生例の概要について、下に簡単に表をまとめてお ります。
まず、フランスで １頭が確認さ れておりま す。こちらは20 00年３月生 まれというこ とで、
と畜をされたのが2 002年10月、 ２歳７か月で 、確認された のが2005年 ということで す。イ
ギリスでも１頭が 確認されてお りまして、誕 生年が1987年 、死亡年が1 990年で約３ 歳、確
認が2009年です。それぞれの症例について、下に簡単に詳細をまとめて おります。
まず、 フラ ンスの 症例で すけれ ども 、2002年 にフ ランス でと畜 された 山羊 が、初 のBSE
の山羊への野外感 染例として200 5年に報告さ れております 。詳細は以 下のとおりと なって
おりまして、フランスに おいて1990年 以降に臨床症 状を呈しBSE 陽性と診断さ れた、めん羊
及び山羊216検体並 びに2002年及 び2003年の アクティブサ ーベイランス でTSE陽性と 診断さ
れた山羊222検体の計438検体について、BSE感染の有無に関する再調査 が行われまし た。
ウエスタンブロ ット及びELISA による解析 で2002年にと 畜された山羊 の１検体は、 BSEを
実験感染させため ん羊、山羊と類似の 結果を示した ことからBSE 疑い例とされ ました 。この
山羊とBSEを実験感 染させためん 羊、ス クレイピー野 外発生山羊 の脳乳剤を 、野生型 マウス
及び遺伝子改変マ ウスに脳内接 種し、潜伏期 間、脳の病理 組織学的所見 及びPrP Sc分 布パタ
ーンを比較しまし た。当該山羊脳 乳剤を接種 したマウスとB SE実験感染 めん羊脳乳剤 を接種
したマウスは同じ 特徴を示しま したが、スク レイピー野外 発生山羊脳 乳剤を接種し たマウ
スとは明 らか に異な ってい たとい うこと です 。上記 の結果 に基づ きまし て、 本症例 はBSE
の山羊への感染と判断されております。
もう一事例、イ ギリスの症例 になります。 イギリスにお いて1984年 ～2002年の間 にスク
レイピーと診断さ れた山羊26検 体につきまし て再調査を行 ったところ、詳細なIHCの 比較検
査により1990年に 死亡した山羊 １例がBSE疑 い例とされま した。この山 羊とスクレイ ピー野
外発生山羊、スクレイ ピー野外発生 めん羊、BSE実験感 染山羊、BSE実験 感染めん羊及 びBSE
野外発生牛の脳乳 剤、この山羊 につきまして はパラフィン 包埋組織し か材料が残っ ていな
かったので、包埋 組織から調製 したものにな りますけれど も、脳乳剤 を野生型マウ ス及び
遺伝子改変マウスに脳内接種し、その性状を比較しました。
当該 山羊 脳乳 剤を 接種 した マウ スの 病理 組織 学的 所見 及び PrP S c 分布 並び にウ エス タン
ブロットの結果は、BSE実験感染 めん羊及び山 羊の脳乳剤を 接種したマ ウスの結果と 類似し
ていましたが、ス クレイピー野 外発生めん羊 及び山羊の脳 乳剤を接種 したマウスの 結果と
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は異なっていた。ま た、VMマウス への継代の結 果も、BSEプリ オンとの類 似性を示して いた。
上記の結果に基づき、本症例はBSEの山羊への感染と判断されておりま す。
説明は以上です。
○村上座長

ありがとうございました。

これまでの牛のB SE対策の見直 しについて 審議を行って まいりました けれども、め ん羊及
び山羊についての 審議は初めて ということに なります。こ の諮問案件 についてもこ れまで
同様、慎重に審議 してまいりた 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 的な御質問 あるいは御意 見をお
願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか 。
○横山専門委員

厚生労働省の ほうから、と 畜場における サーベイラ ンスの結果が お示し

されたのですけれ ども、農水省 のほうでも農 場で死亡した めん羊、山 羊のサーベイ ランス
を行っております 。その結果も あわせて提示 する。または そこで実際 にはスクレイ ピーが
何例か見つかって いるのですけ れども 、その判別を 行ったところ 、BSE プリオンでは ないと
いうような結果を 既に出してお りますので、 この結果は国 内でも従来 型のスクレイ ピーと
いうのは存在する けれども、めん 羊及び山羊 へのBSEの感染 が起きてい ないというこ とをサ
ポートする資料になるのかなと思いました。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにございませんか。
○筒井専門委員

これはわかれ ばで結構です が、厚労省に 御提示いた だいたEUのサ ーベイ

ランス結果ですけ れども、山羊の いわゆるTSE 陽性頭数が検 査頭数に比 べて近年増え ている
ような結果が出て いるのですが 、この点は何 かそういった バックグラ ウンドの情報 等があ
りましたら、教えていただきたいと思いました。もし今わからなければ 結構です。
○三木輸入食品安 全対策室長

おっしゃると おり、EUのサ ーベイランス の結果を見ま すと、

TSEについて、この めん羊や山羊 については 、2006年は大 体0.3％ぐら いだったのが 、めん
羊については余り 変わっておら ず、2011年で 0.4％、2013 年で0.3％で すけれども、 やはり
山羊が2012年で0.9 ％、2013年で 1.4％と若干 割合が高くな っています 。申し訳あり ません
が、バックグラウンドまでは把握しておりません。
○筒井専門委員

検査システムが変わったとか、そういうことではないでしょうか 。

○三木輸入食品安 全対策室長

それはないと は思いますけ れども、必 要であれば確 認をし

てみます。
○村上座長

ほかにございませんか。

確認で すけ れども 、諮問 内容と いうの はス クレイ ピーに ついて の評価 では なくて 、BSE
についての評価というお考えでしょうか。
○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。

この点はよろしいでしょうか。ほかにありませんか。

○山本専門委員

１つ質問です 。SRMが 全月齢の脾臓 及び回腸と なっていて 、回腸と いう全
8

体を指しているの ですけれども 、特定の部位 とか長さとか 、そういう のを示すこと はしな
くてよろしいのですか。
○三木輸入食品安 全対策室長

回腸は小腸末 端の回盲腸ひ だの間膜が ある部分で、 おおむ

ね30cm程度という ことですが、 写真がござい ますので、委 員の方に回 覧させていた だきた
いと思います。
お手元にお配り をいただきま したのが山羊 の内臓の写真 になります けれども、４ 枚ある
写真のうち、回盲 腸ひだという のが、右の上 の写真で黄色 く網かけを している間膜 の部分
でございまして、 これにくっつ いている部分 、左下の青い 部分が回腸 ということで ござい
ます。これが 大体長さが おおむね30cm 程度というこ とで聞いてご ざいます 。この部分 をSRM
とするということでございます。
○山本専門委員

日本がこれをS RMに指定し た場合に、輸入 のときに相 手国に対して もこれ

を課していくとい うことになろ うかと思うの ですけれども 、その辺は 世界的にでき るとい
うか、そういう措置がちゃんとできるような体制はとれているのですか 。
○三木輸入食品安 全対策室長

そこは管理措 置の話につな がる部分で すけれども、 ヨーロ

ッパはここの部分 をSRMとしてい ますので 、私も直接 は見たこと がないのです が、ド ラムで
腸を分離する際に 、このひだの 部分があるの で、ちょうど その部分が 切れてしまう という
ことを聞いていますので、管理的には問題なくできるのではないかと思 っておりま す。
○村上座長

どうぞ。

○永田専門委員

以前問題にな ったのかもし れませんけれ ども、結局こ のBSEの発症 は牛と

全く同じようなメカニズム、同じような原因で発症したのだと思って良 いのですか 。
○横山専門委員

詳細な原因は わかりません けれども、恐 らく同じよ うに肉骨粉、 牛に給

餌されていた飼料が山羊にも与えられた結果だろうと考えられています 。
○村上座長

ほかにございませんか。

BSEに限っての評 価を諮問され ているとい うことでござ いますけれど も、前 提として 、そ
のスクレイピーに ついてはヒト へ感染しない と考えられて きています が、ヒトへの 感染の
可能性を示す知見があるかどうかということについてはいかがでしょう か。
○三木輸入食品安 全対策室長

お答えさせて いただきます 。スクレイ ピーのヒトへ の感染

の可能性というこ とでございま すが、昨年５ 月に私どもで 開いた薬事 ・食品衛生審 議会の
TSE部会においては 、ヒトに対す る感染は考え がたいだろう という見解 となっており ました。
その後、昨年12 月に『Natu re Com munications 』で論文が 出されていま すが、これ はスク
レイピーのプリオ ンを、ヒト遺 伝子を過剰発 現させたマウ スの脳内に 接種して感染 性を見
るというような実 験でございま して、１代目 では臨床症状 は認められ なかったが弱 いなが
ら感染が認められ 、２代目では 少数で臨床症 状がみられ感 染も認めら れたという結 論でご
ざいます。ただ、 筆者、これを 書いたフラン スの方もスク レイピーが 新たな公衆衛 生上の
脅威となるものではないというような結論づけをしているところでござ います。
この論文に関し てはTSE部会の 部会長から も、TSE部会と して何らか の見解を出し たほう
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が良いのではない かという意見 を頂いており まして、まだ 全員の見解 を頂けている もので
はないのですが、 基本的には接 種経路が脳内 であることや 、過剰に発 現させていた という
ことなどから、本 論文で経口摂 取でのヒトの 感染のリスク が高まった ということは なかな
か言いがたいといった御意見は頂いているところでございます。
○村上座長

ありがとうございます。

これについて何か御質問、御意見はございませんか。
スクレイピーの感染が疑われる食肉は流通しないと考えてよろしいで しょうか。
○三木輸入食品安 全対策室長

と畜場法にお いても伝達性 海綿状脳症 は対象疾病と してあ

りますので、臨床 症状を示すよ うな動物が来 れば、と殺禁 止であると か、解体禁止 という
措置で市場には流通しないというような措置がとられております。
もう少し御説明 しますと、家 畜伝染病予防 法で伝達性海 綿状脳症が 対象疾病とな ってお
りまして、家畜伝 染病予防法の 対象疾病はと 畜場法で、平 成15年の改 正時にすべか らく対
象となるというよ うな形で連動 していますの で、ヒトへの 感染性とい うよりは、動 物衛生
の関係で、と畜場でも念のために確認をしているというふうな流れにな ってござい 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。よろしいでしょうか。
それでは、三木 室長、ありが とうございま した。この後 にまた質問 あるいは追加 の資料
などが必要となりました場合には、御対応をよろしくお願いいたします 。
それでは、今後 、諮問されま した件につい て審議してい くことにな りますけれど も、本
日、事務局に資料を用意してもらいましたので、説明をお願いします。
○田中課長補佐

それでは、説 明をさせてい ただきます。 資料２を御 覧いただけれ ばと思

います。こちらはめ ん羊及び山羊 のBSE対策の 見直しに係る 評価書（骨子 案）というこ とで、
今後の評価の御参 考になればと 思いまして、 これまで評価 してきた牛 の評価書の項 目を基
本的に落とし込んだものになります。簡単に御説明をさせていただきま す。
「Ⅰ．背 景」とい たしまして、「１．はじめに」、「２．諮問の背景」、「３ ．諮問事項 」な
どを記載する。
「Ⅱ．評価に向 けた経緯」と ありますけれ ども、こちら は牛では記 載のなかった 部分で
はありますが、
「１．めん 羊及び山羊に おけるプリオ ン病のヒト への感染リス ク」、
「２ ．評
価対象」、「３．本評価の考え方」ということを書いていく。
「Ⅲ．BSEの現状 」という部分 で、まず、 牛におけるBSE の発生頭数 の推移、世界 でのめ
ん羊及び山羊にお けるBSE発生頭 数の推移、BS Eの検査体制、各国のSRM、各国の飼料規 制等々
について記載をしていく。
「Ⅳ．感染実験 等に関する科 学的知見」と いうことで、「１．BSEプ リオンの経口 感染実
験による 知見」。 それら による「（１） 異常プ リオンた ん白質 （PrP S c） とBSEプ リオン 感染
性の体内分布」、「（ ２）BSEプリ オン投与量と 発症率及び潜 伏期間」、「 ２．ヒト型ト ランス
ジェニックマウス を用いた感染 実験による知 見」といった 感染実験に 係る科学的知 見を整
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理していく。
「Ⅴ．めん羊及 び山羊の感染 状況」といた しまして、「 １．飼料規制 等の概要」、「 BSEサ
ーベイランスの状況」、「BSE発生状況」。
「Ⅵ．SRM及び食 肉処理」とい うことで、
「 １．SRM除去」、「２．と畜 処理の各プロ セス」、
「３．その他」。
最後に「Ⅶ．食 品健康影響評 価」という形 で、骨子案と して今回作 成させていた だいて
おります。こちら の骨子案はこ の項目に当て なければなら ないという ものではもち ろんご
ざいませんので、 これらの項目 に加えまして 、知見を整理 するべき項 目等がござい ました
ら、ぜひ御意見等を頂ければと思います。どうぞよろしくお願いいたし ます。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいま事務局 から評価書の 骨子案につい て説明があり ました。今 後骨子案をも とに本
評価の考え方、関 連する知見を 整理して評価 を行っていく ということ になるかと思 います
ので、骨子案につ いて、まずは 御意見、御質 問を頂きたい と思います 。よろしくお 願いい
たします。よろしいですか。
御覧のように、 Ⅱのところま でをめん羊及 び山羊におけ るプリオン 病のヒトへの リスク
ということで包括 的に評価ある いは検討をし た上で、Ⅲ以 降はBSEのみ の記載という 形にな
っておりますが、こういったことでよろしいでしょうか。
○水澤専門委員

前のBSE関連の 報告のとき には、ヒ トの変異型 のクロイツフ ェルト・ヤコ

ブ病の状況という のもあったよ うに思うので すが、最終的 に問題にな るのはそこだ と思い
ますので、この 項目は非常に よくできてい ると思うの ですけれども 、例えば「Ⅲ．BS Eの現
状」のところにBSE 及び変異型CJ Dの現状とし て、４か５か ６の辺に状 況を入れてい ただい
たら、非常に良いのではないかと思います。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにはございませんか。
○筒井専門委員

すみません、 確認をさせて ください。Ⅱ の１のとこ ろで、めん羊 、山羊

におけるプリオン 病のヒトへの 感染リスクと いうことで、 ここはスク レイピーも合 わせて
一度整理をするというイメージでよろしいのでしょうか。
○村上座長

どうぞ。

○田中課長補佐

まずはスクレ イピーを含め た形で、プリ オン病のヒ トへの感染リ スクに

ついて整理した上 で、評価対象に ついて御審 議をいただく ような形で作 成をしており ます。
○村上座長

もちろん、そのほかのものもあれば、ということですね。

○水澤専門委員

Ⅱの１ではBSE は外れるわ けですね。つ まり、BSEプ リオンについ ては、

今回本文で議論を するので、Ⅱ のところに入 ってくるプリ オンで、こ こでリスクと して判
定できてしまうよ うなものでは ないですね。 そういう理解 で良いので しょうか。め ん羊及
び山羊におけるプ リオン病と書 いてあるので すけれども、 私はプリオ ン病が、当然 ですけ
れども、主には専 らスクレイピ ーと思ったの ですけれども 、そうでは なくて、例え ば今回
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議論するBSEプリオンはもうⅡの１に入ってきてしまうということです か。
○横山専 門委 員

こ このⅡ のとこ ろでは 、め ん羊、 山羊に 感染し たスク レイ ピー又 はBSE

その他のプリオン も含めて全部 評価をして、今BSEがヒトへ の感染する 危険性がある という
ことでⅢ以下の項 目が決められ ていると思う のですけれど も、ここで の検討によっ てスク
レイピーもやはり 評価しなけれ ばいけないと いうことにな れば、ここ のⅢ以降にも スクレ
イピーの現状などの項目が増えてくるという考え方で良いのではないで しょうか。
○本山係長

事務 局としては、 今、横山先生 がおっしゃら れたとおり に考えており 、その

評価対象について は是非御議論 いただければ と考えての案 となってお ります。です ので、
調査会での御審議 を踏まえて、 また必要があ れば、骨子案 は幾らでも 変更していた だけれ
ばと考えております。
○水澤専門委員

私ももともと どちらでも良 いというか、 文章に出て きたときの問 題にな

ってくると思いま すので、いずれ にせよBSEが 山羊とかめん 羊にも感染 しているとい う現状
を踏まえて、スク レイピーだっ たら大丈夫と 言われていた けれども、 もう一回きち んと見
直しましょうとい うのが骨子に なりますね。 ですので、そ う思っただ けですけれど も、こ
れは前文に当たるところだと思いますが、そこに書かれているのは良い と思います 。
○村上座長

あり がとうござい ます。認識に ずれがあって はいけませ んので、まず は厚生

労働省の諮問はBSE ではございま すけれども、そのほかに対 象動物とし てのプリオン 病につ
いて、ヒトへの健 康影響がない かどうかとい うことは検討 しておく。 そして、その 次の段
階として、もしBSE のみを評価の 対象とするこ とになればで すけれども、Ⅲ以降につい ては、
BSEの評価をしていくという骨子だと思いますが、それでよろしいでし ょうか。
ほかにございま せんか。事務局と しては、牛のBSEの 評価のよう に、国別に評価を 行って
いくという必要性についてはいかがでしょうか。
○田中課長補佐

そちらにつき ましても、今 後の評価をど う行ってい くかという点 になっ

てくるかと思いますので、ぜひ先生方から御意見をいただければと考え ております 。
○村上座長

いかがでしょうか。

○筒井専門委員

恐らく一つ引 っかかってく るのが飼料規 制等の問題 だと思うので すけれ

ども、恐らくこれ まで評価した 国の中では一 通り飼料規制 については 検討してきて いると
いうところで、特 段その飼料規 制が問題あり とした国が、 私の知る範 囲ではなかっ たと思
っておりますので 、現状におい て、これから また評価をし たときに飼 料規制が問題 になっ
たときには別とし ても、これま でのところに ついてはそう いった国は なかったので 、一括
をしても特段大きな問題はないのかなと私自身は思っています。
○村上座長

これ は感染経路の 問題になって くるのかもし れません。 そういう飼料 規制で

大丈夫だという認識で良いということでしょうか。よろしいですか。
○水澤専門委員

そういう規制 のほうの状況 と関係するの でしょうけ れども、Ⅲの ところ

にあるように、各 国の発生頭数 とか実際にめ ん羊を産業と して扱って いて、どれく らいの
頭数がいるのかと いったことが 各国で違って くるのではな いでしょう か。条件はか なり違
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ってくると思うの で、このⅢの ところあたり が今はもう既 にそういう 情報があるの でした
ら、それがかなり 違うのであれ ば、やはり区 別するような ことになる のではないか という
気もしますけれども、どうでしょうか。
○村上座長

先生方、いかがでしょうか。

○山本専門委員

水澤先生がお っしゃってい るのは 、めん羊 、山羊にお けるBSEの発 生状況

というわけではな くて、スクレ イピーがバッ クグラウンド として、ど れくらい発生 してい
るかの状況が違っていると、そういうことをおっしゃっているのですか 。
○水澤専門委員

そういう意味です。

○山本専門委員

そうするとⅡ の１．のとこ ろで少し、各 国ごとに整 理しておく必 要があ

るのかなという気はいたします。
○水澤専門委員

さっきの飼料 規制というの はBSEのほう だと思うので すけれども、Ⅲのほ

うでもそういうのが影響してくるかもしれないという気はしています。
○山本専門委員

気になってい るところがあ るのですけれ ども、諮問 内容で国境措 置のと

ころに、食品健康 影響評価を受 けた国からの めん羊及び山 羊の肉及び 内臓の肉とい うこと
になっているので すが、これは 次々と増えて いく話になる のですが、 最初にこの評 価をす
るときにはどこま でというよう な評価をする のか。それと も、もう今 後そういう形 で評価
をしていくところ に関しては、同 じような考 え方で適用で きるから良い と考えていく のか、
なかなか難しいか なと思ってい ます。今まで の評価をした ところとい う考え方でよ ろしい
のですか。厚生労働省としては、これからもBSEの諮問が続くわけです ね。
○三木輸入食品安 全対策室長

B SEの諮問を させていただ ければ、評価 を今していた だいて

いますので、そうい う意味ではBS Eの安全性の 評価が終わっ た国がこれ からも増えて いくと
いうことにはなるかと思います。
○山本専門委員

そうすると一 定条件でBSE の安全性をク リアしている 国については 、今後

も再評価をする必 要がないみた いな評価の仕 方をするのか 。その辺は 考えておかな いとい
けないのかなという気がします。
○筒井専門委員

ジェネラルの 部分と各国の 部分をどう分 けるかとい うところです ね。こ

こに書いてあるよ うに、Ⅲに各国 のBSE検査体 制だとか特定 危険部位の 除去というと ころが、
いわゆる「各国の 」と書いてあ ります。それ は恐らく、と りあえず今 までのところ は再確
認しようという意 図のように私 は感じたので すけれども、 その中で例 えばサーベイ ランス
がどうな って いるの かとい う情報 くらい は最 低限の 確認を する必 要があ るだ ろうし 、SRM
の除去、こういっ た肉の扱いに ついても、ど こまでやるか は少し検討 する必要があ るとは
思いますけれども 、情報がなけ れば、あえて 個々に確認を するという ようなことも 必要に
なってくるのかなという気はいたします。
○村上座長

評価 済みイコール 輸入というこ とではなくて 、今後、国 ごとに条件を つけて

いかざるを得ないということですね。
○山本専門委員

輸入のときの 条件というの は、厚生労働 省のほうで 考えると思う のです
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けれども、基本的に リスク評価の 対象になっ ている国は既 にBSEの評価 が終わってい る国と
いうことでまずは 考えていくこ とになったと きに、今後の 対応も少し 考えておいて 、この
部分については新 たに諮問が来 ても、こうい う情報をちゃ んと提供し てもらうとい うよう
な形で枠組みをつくっておけば、ある程度は対応できるのかなと思って おります。
○姫田事務局長

むしろ御議論 の中でまず一 つは、厚労省 の言うよう に現時点で評 価済み

国という枠組みで 全部その後も 評価済み国が 増えれば、自 動的にとい う考え方で、 もう一
つは当然、新たな 評価国からは 、牛肉のリス ク評価の諮問 が来るわけ なので、その ときに
あわせて確認して おくという手 と２つあると 思います。そ こは御議論 の中でどうす るべき
か、ということだと思います。
○山本専門委員

今回の議論で やりやすいと したら、もう 既に評価さ れている国を まずは

限定して、そこのSR Mの除去の仕 方とか飼料規 制をめん羊と 山羊でどう しているかを 確認し
た上で評価してい くということ になろうかと 思いますけれ ども、それ でよろしいで しょう
か。
○村上座長

いかがでしょうか。

○筒井専門委員

確認ですけれ ども、厚生労 働省さんから の諮問の中 で「食品安全 委員会

のリスク評価を受 けた国からの 」と書いてあ るのですけれ ども、これ はこれまで受 けた国
という理解なので すか。それと も今後も受け たときには、 これは自動 的に含まれる という
理解なのですか。
○三木輸入食品安 全対策室長

諮問内容的に は、今後も含 めてという 意味を込めて 諮問さ

せていただいてい るという状況 です。今後は 、恐らくほぼ EUですので 、EU加盟国で なくて
もスイスのようにE U規則に準じ てやっていま すというよう なところで 、あと残って いる国
もイタリアとかイ ギリスとか大 きなところは ありますけれ ども、それ もEU諸国でご ざいま
すので、そういう 意味では管理 としては飼料 の管理とか、 そういうと ころについて は同じ
管理がされている といった前提 はあるかと思 います。そう いった意味 で牛の評価を その都
度するときにある 程度そういっ た必要なデー タをお示しい ただければ 、そういうの もあわ
せて、評価済みで 既に評価が終 わっている国 もありますの で、そうい うのも後で出 せとい
う話であれば、そこは整理をして資料は出させていただきます。
○村上座長

わか りました。そ ういうことで よろしいでし ょうか。も しEU以外でも 未評価

の部分があれば、 それはそれで 評価せざるを 得ないという ことでしょ うけれども、 実態と
してはそういうことだということであります。よろしいでしょうか。
この骨子案のほ かに何か追加 する、あるい は新たに検討 しなければ ならない知見 、そう
いったことはありませんでしょうか。よろしいですか。
それでは、進め てまいります 。今後の審議 の進め方につ いてでござ います。今、 御議論
をいただきました けれども、そ のような前提 を踏まえて、 まず評価に 当たっては骨 子案に
もございます評価 対象について 、プリオン専 門調査会とし て審議をし たいと考えま す。厚
生労働省からはめ ん羊及び山羊 のBSEについ ての評価依頼 ということで したけれども 、先ほ
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ど御議論いただき ましたように 、プリオン専 門調査会とし てスクレイ ピーも含めた めん羊
及び山羊における プリオン病の ヒトへの感染 リスクを確認 した上で、 評価対象につ いて御
議論、審議を進め ていただきた いと思います 。いかがでし ょうか。そ ういうことで よろし
いでしょうか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

あり がとうござい ます。そうな りますと、議 論をもう少 し加えていか なけれ

ばならないと思い ますけれども 、まずスクレ イピーという こと、ある いはスクレイ ピー以
外にもあるかもし れませんが、 めん羊あるい は山羊のスク レイピーが ヒトへは感染 しない
と考えられて、ま た、厚生労働 省からの御説 明にもありま した論文が 示唆するよう なもの
ですけれども、結 論としてはヒ トへの健康影 響評価につい ては見直す 必要性は今の ところ
はないという論文 だったという ことではあり ますが、それ 以外にさら にヒトへの感 染の可
能性を示唆するよ うな知見はあ るでしょうか 。今のところ はないとい うことでよろ しいで
しょうか。きちん と確定した知 見ということ が必要だとは 思いますけ れども、非定 型スク
レイピーとか、これはいかがでしょうか。
○横山専門委員

非定型スクレ イピーについ ても、ヒトへ のリスクを 直接的に証明 してい

るような知見はないと思います。
○村上座長

ほかに先生方から御意見はよろしいでしょうか。

○永田専門委員

ヒトとのリス クに関係ない 話なのですけ れども、こ のスクレイピ ーとい

うのは、増えているの でしょうか。例え ばTSE陽性とか 言うのです かね。こういうの はスク
レイピーの疑いに なるのでしょ うか。母数が わからないの ですが、何 か増えている ように
も見えま すし 、リス クがな ければ どうだ って 良い話 かもし れませ んけれ ども 、きっ とBSE
等の関心から、どんどん検査して単純に増えていると理解して良いでし ょうか。
○村上座長

先ほ どの厚生労働 省の資料の検 査結果にも関 係すること もしれません が、そ

のあたりはいかがでしょうか。
○筒井専門委員

最近のデータ を見ていない のですけれど も、EUでは かなり以前か らスク

レイピーというの は非常に問題 になっていて 対策をとって きています ので、それを 減らそ
うとする努力をし てきているは ずだと私は理 解をしていま したので、 近年ちょっと 増えて
いるところがなぜ かなというの が正直、先ほ ど質問した経 緯なのです 。例えば規制 を緩め
ているとか、検査 方法が変わっ たとか、とい うことがあれ ば、気には なるなと私は 思いま
して、質問させて いただいたの ですが、今後 これは少し調 べて調査を していく必要 がある
のかなとは思っています。私もそこははっきりわかりません。
○横山専門委員

B SEの場合には 飼料だけが 汚染源ですけ れども 、スクレイピ ーの場合 、プ

リオンは中枢神経 系だけではな くて、リンパ 組織であると か胎盤にも 、胎盤は日本 のよう
に群が小さくて分 娩管理がちゃ んとされてい れば、すぐに 焼却処分す ることもでき るので
しょうけれども、 胎盤、悪露を 子羊がついば んで、経口感 染というよ うなことで、 群全体
に汚染が広がっているというような危険性はあるかと思います。
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○村上座長

お願いします。

○本山係長

少し 戻るのですが 、筒井先生が 最初に御質問 されたのは 、山羊でスク レイピ

ーが増えているということでよろしかったでしょうか。
○筒井専門委員

サーベイラン ス結果から見 たときに山羊 が増えてい るということ で、こ

の数字が表れていましたので、少しそこが気になったので質問をしたと いうことで す。
○本山係長

今、 山羊のスクレ イピーが増え ているという ことだった のですけれど も、参

考資料１の最後の ページのEUの サーベイラン ス結果のとこ ろでの御意 見だと思いま す。こ
ちらで山羊のTSE陽 性数が2006年 ～2008年で 増えて、一度減って 、また 増えていると いう傾
向になっておるの ですが、国別 に確認をしま すと、この傾 向はほとん どがキプロス の傾向
によるものでして 、例え ば2013年の山 羊のTSE陽性1, 805のうち1, 672がキプロ スです 。キプ
ロスの国内で先ほ ど横山先生が おっしゃられ たように水平 感染といい ますか、たま たま流
行してしまったのではないかと考えられます。
永田先生がおっ しゃられまし た、スクレイ ピーが増えて いるのかと いう点につき まして
は、先ほど筒井先 生からも御説 明がありまし たとおり、EU ではスクレ イピー対策に かなり
力を入れておりま す。これまで1 0年ほど計画 的に、例えば スクレイピ ーに耐性を持 ってい
るような遺伝子型 のめん羊を増 やしてみよう という試みで すとか、サ ーベイランス に力を
入れていこうです とか、かなり 対策をしてお りまして、20 14年にその 成果について 科学的
意見書を公表しております。
その科学的意見 書においては 、これまで定 型スクレイピ ーを対象と して対策をし てきた
成果について記載 していまして 、耐性がある ような遺伝子 型のめん羊 を導入すると 若干減
るというような記 載もあるので すが、やはり 国によって、 先ほど水澤 先生がおっし ゃられ
ましたとおり、飼 養頭数ですと か規模が違っ ていたり、遺 伝子型など も違いますの で、少
しずつ減っている 国もあります けれども、ま だまだこれか らというよ うな感じにな ってご
ざいます。です ので、や はりBSEの発生 状況と、感染症として 広がるスクレ イピーとは 、な
かなか同列に並べては言えないのではないかと考えられます。
○村上座長

よろ しいでしょう か。あと、ス クレイピーは 歴史的には ヒトへのリス クとい

う観点ではなくて 、畜産の生産 上の大きな問 題として、そ の撲滅を図 る国が相当あ ったと
いうことだと思います。
ほかにはござい ませんか 。あとはそ のほかにスク レイピーある いはBSE 、非定型ス クレイ
ピーなど、めん羊 及び山羊への プリオン病で 考慮に入れて おく必要が あるようなも のはあ
りませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、この 審議について はただいまの 御意見を踏ま えて、今後 の調査審議を 進めて
いくということに なりますけれ ども、それに当たり まして 、これまでBS Eについては 牛につ
いて御審議をいた だいてきたと いうことです 。それと同じ ような形で 専門委員の先 生方に
起草委員をお願い して、起草委 員の先生方を 中心に科学的 知見等の確 認、あるいは 関連す
るような資料がご ざいましたら 、それを加え ていただいて 、草案をつ くっていただ きたい
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と思います。起草 委員につきま しては、ヒト への感染リス クについて は八谷専門委 員、感
染実験等に関する 科学的知見に ついては横山 専門委員、め ん羊及び山 羊の感染状況 につい
ては筒井専門委員、SRM及び食肉 処理について は山本専門委 員に御担当 いただくとい うこと
でお願いしたいと思いますけれども、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。起草委 員以外の先生 方におかれ ましても、審 議の進

め方に対する意見 や今後議論を 進めていく上 で参考となる 知見、ある いは収集すべ き知見
などがございまし たら、ぜひ事 務局に御連絡 をお願いいた したいと存 じます。次回 以降そ
れらも含めて議論を進めてまいりたいと思います。
続きまして、参考資料２について、厚生労働省から報告をお願いいた します。
○三木輸入食品安 全対策室長

参考資料２を 御覧いただけ ればと思い ます。先般、 本年６

月23日付でオラン ダの輸入条件 について一部 改正をいたし ましたので 、その点につ いて御
説明をさせていただきます。
オランダについ ては既に食品 安全委員会の ほうから評価 の結果をい ただいており まして、
ほかの国と同様、30 か月齢以下と SRMの除去を 中心に評価を いただいて いるところで ござい
ます。ただ、オラ ンダについて はその自国内 での管理を踏 まえて、評 価結果よりも 厳しい
管理を行ってきた というところ でありまして 、対日輸出プ ログラムに ついてもその とおり
にされてきたとい うものでござ います。基本 的には12か月 齢以下の子 牛と、子牛の 内臓肉
についてもある程 度特定をした 形で輸出条件 を組んでいた ところであ りますけれど も、近
年のオランダ国内 での要望等も ありまして、 食品安全委員 会の評価結 果の範囲内で 管理措
置の範囲を広げるということで、こういう通知に至ったものでございま す。
１枚目の表紙を 見ていただき ますと、オラ ンダといろい ろな協議を 重ねてきまし て、主
な改正内容という ところでござ いますが、こ ういうような 改正内容で の対日輸出条 件の改
正を行ったという ところであり ます。１つは 対象品目、対 象のものを1 2か月齢以下 の子牛
肉と子牛肉の内臓 。内臓も頬肉 とか膵臓、舌 、肝臓、腎臓 、心臓及び 尾ということ で特定
をされておりまし たが、それを3 0か月齢以下 の牛肉と内臓 肉というよ うな改正の内 容にな
っています。オラ ンダはEUです ので、当然こ れらについて はEU規則で も規制をされ ている
というものでございます。
改正の２つ目は 、これは非常 に単純な改正 でありますけ れども、こ れは対日輸出 条件の
中に日本で輸入が 認められてい るというもの については、 フランス、 米国、カナダ という
表現をしていたと ころでありま すけれども、 評価が進んで 輸入が再開 している国が 増えて
いる状況にありま すので、日本 への牛肉、牛 内臓の輸出が 認められて いる国という 形で改
正をするというものでございます。
具体的には２枚 めくっていた だきまして、 別添１、これ は英文のプ ログラムで、 もう２
枚めくっていただ きますと日本 文のものがご ざいますけれ ども、ここ に下線で示し ており
ます部分が、今、 御説明した部 分であります が、こういう 部分のみ改 正をするとい うこと
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で、基本的には食 品安全委員会 でのリスク評 価の範囲内で の管理の変 更ということ でござ
います。
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。

ただいま御説明 いただきまし たように、食 品安全委員会 での評価の 範囲内という ことで
ございますが、御意見等はございませんか。よろしいですか。
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します。
○大快係員

それ では、参考資 料３について 御報告させて いただきま す。前回のプ リオン

専門調査会でも御 報告させてい ただきました が、５月24日 ～29日まで フランスのパ リで第
83回OIE総会が開催 されました 。その概 要について農 林水産省が 取りまとめ 、公表し ており
ますので、そ ちらの資料 をもとにプリ オン専門調査 会と関連する BSE関係部分 について 、改
めて詳細を御報告させていただきます。
１点目ですが、１ ページ目の「２．主な議題」
（１）② を御覧くだ さい。このたび の総会
でキプロス、チェコ、フラ ンス、アイルラン ド、リヒテンシュ タイン、スイスが 新たに「無
視できるリスクの 国」に認定さ れております 。ただし、ア イルランド につきまして は、詳
細はこの後、参考資 料４で御報告 させていた だきますが、
「 無視できるリ スクの国」認 定後、
定型BSEの発生が確 認されて、６月26 日付で「管理され たリスクの 国」に変更されて おりま
す。
２ページ目の（ ２）①を御覧 ください。こ のたびの総会 で定型BSEの 発生がBSEの リスク
ステータ スに 影響し ないコ ードの 改正案 が緊 急に提 案され ました 。この 中に は非定 型BSE
を全ての牛群で自 然発生する疾 病として記載 することや、 侵入評価の 結果にかかわ らず暴
露リスク評価を実 施することな どが含まれて おりました。 改正案につ いて加盟国に 十分な
検討機会が得られ なかったこと への意見が複 数あったため 、提案され た改正案は全 て破棄
され見送られるこ ととなりまし たが、非定型 BSEの発生がB SEリスクス テータスに影 響を与
えないようにする との提案自体 に反対する意 見はなかった ことから、「 BSEリスクス テータ
スの認定に当たっ ては、BSEから 非定型BSEを 除外する」の 一文のみを 挿入するとい うコー
ド委員会議長の提案が全会一致で採択されたとのことです。
今後の予定につ きましては、今 回見送られ た内容等につ いて、９月の コード委員会 以降、
議論が行われると聞いております。
OIE総会についての御報告は以上となります。
○村上座長

ありがとうございました。

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。よろし いです
か。
それでは、続いて、参考資料４について事務局から御報告をお願いし ます。
○本山係長

それ では、参考資料４に ついて御報告 いたします 。先ほど OIE総会の概 要でも

触れましたとおり 、アイルラン ドにおけるBS Eの発生につ いて、６月26 日付でOIEへ 緊急報
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告がなされました 。概要につい て、農林水産 省消費・安全 局動物衛生 課がまとめて おりま
すので、この資料に基づき御報告いたします。
２ページの一番 下、発生地図 を御覧くださ い。アイルラ ンド北東部 のラウス州、 北アイ
ルランドとの国境からほど近いダンドークの農場で発生が確認されまし た。
１ページにお戻 りいただきま して、中ほど の発生状況を 御覧くださ い。牛の種類 はオラ
ンダとドイツの国 境付近原産のR otbunt種、 またの名をMeu se川、Rhine 川、Issel川 という
３つの川の頭文字 からとられたM RI種とも言 いますけれど も、こちらは 赤と白のまだ らの毛
色の牛です。アイルラン ドには1970年 代初頭に輸入 されており 、発生農 場はRotbunt 種を乳
用牛として289頭飼養しておりました。
疫学情報を御覧 ください。詳 細はこちらに 記載のとおり ですので割 愛させていた だきま
すが、概要を御説明い たします。今回、BSE検 査陽性となっ た牛は2010 年１月14日生 まれの
雌牛で、 2015年 ２月24 日（ ※後日 、アイ ルラ ンドか らOIEへ の報 告が差 し替え られ 、2015
年３月６日に訂正 された。）に起立不能 となった後に 回復し 、６月６日 に再度起立不 能とな
り、回復が認めら れなかったた め安楽殺され ました。安楽 殺時点で65 か月齢であり 、安楽
殺前には乳量の減少や神経症状も確認されていたとのことです。
６月９日にBSEス クリーニング 検査で陽性 が確認され、確 定診断のた め国立リファ レンス
研究所と英国にあ るEUのリファ レンス研究所 、こちらはOIE のリファレ ンス研究所で もござ
いますが、検査材 料が送られま した。病理組 織学的検査、 免疫組織化 学検査及びウ エスタ
ンブロット法が実施され、６月25日に定型BSEとの確定診断がなされて おります。
当該牛の母牛と さらにその母 牛は、過去に どちらも健康 と畜牛として BSE検査が実 施され
ており、いずれもBSE検 査陰性でし た。また、当該牛と同 じ2010年に生 まれた群、前後 の2009
年と2011年に生ま れた群のうち 、生存してい た計63頭と当 該牛の産子 全４頭がコホ ート牛
として同定されま した。合計の6 7頭について BSE検査が実 施され、６月 23日に全てBS E検査
陰性が確認されて おります 。BSEのリス クステータス につきまし ては、先ほども御説 明いた
しましたとおり、OIE総 会で認定され た「無視できるリ スク国」から、６月26日 付で「管理
されたBSEリスク国」へ変更されております。
こちらの資料に はございませ んが、アイル ランドの農業 ・食料・海 洋省によりま すと、
当該牛は食料・飼料チェーンには入っていないとのことでございました 。
御報告は以上です。
○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。
○山本専門委員

2 001年で完全 飼料規制をや ってから９年 、10年近く たって、こう いう牛

が出てきたわけで すけれども、 その農場での 飼料の管理の 仕方につい ての情報は入 ってい
ますでしょうか。 それとか、そ の農場での過 去の発生事例 の情報があ れば、教えて くださ
い。
○本山係長

ただ いま御質問い ただいた件に つきまして、 こちらの資 料には記載が ござい
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ませんけれども、ア イルランドの ほうで公表 しております 資料で、この 農場について は2002
年にもBSEが確認さ れております 。ただ 、この 時点でそのと きに飼養さ れていた牛は 全て淘
汰をされまして、残 っていた飼料 などにつき ましても全て 廃棄がされた となっており ます。
一方で、報道情 報にはなるの ですけれども 、アイルラン ド当局の人 の話として、 きれい
な飼料には切り替 えたのだけれ ども、もしか したら、どこ かに古い飼 料が例えばこ びりつ
いていて、混ざっ たというよう なことがあり 得るかもしれ ないと。今 、山本先生が おっし
ゃられたように飼 料規制後から かなり年月が たってはおり ますが、飼料 規制後のBSE 陽性牛、
いわゆるBARBにつ いてはほかの 国でも起こっ ていると。ア イルランド だけが特別で はない
というようなコメントも発表しております。
○山本専門委員
○村上座長

ありがとうございました。

いか がでしょうか 。感染源につ いては、公式 には不明ま たは現在も調 査中と

いう状況にありま す。御議論の ありましたよ うに、2010年 １月という ことなので、1 0年近
く、９年ですか。 いわゆるBARB の牛というこ とになります けれども、2 013年10月評 価にお
きましては、アイルラン ドでは11頭のB ARBが確認さ れていました が、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をしてございます。
また、2013年10月評 価においては、ア イルランドの 牛群のBSE感 染状況下では、30 か月齢
以下の牛で中枢神 経組織中に異 常プリオンタ ンパク質が検 出可能な量 に達する可能 性は非
常に低いというこ と。また、30か月齢以 下の牛由来の 牛肉及び牛の 内臓、これはSRM を除き
ますけれども、その 摂取に由来す るBSEプリオ ンによるヒト でのvCJD発 症は考えがた いと評
価してございます。
このような評価 を踏まえて、30 か月齢の輸 入月齢制限とS RMの除去が 輸入条件にな ってい
るということで、 現時点でアイ ルランド産牛 肉等のリスク は無視でき るとしておい 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。

○山本専門委員
○村上座長

30か月齢以下に限ってということですね。

そうです。

ほかにございま せんか。よろし いですか。SR Mが除去され た30か月齢以 下ということ です。
では、現時点で輸 入されている アイルランド 産牛肉等のリ スクについ ては無視でき るとい
うことで、本件については議論をまとめたいと思います。
予定されました 議事につきま しては、一通 り御議論いた だきました 。事務局から 、ほか
にございませんでしょうか。
○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。
本日はありがとうございました。
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