食品安全委員会プリオン 専門調査会
第95回会合議事録

１．日時

平成27年10月16日（金）

16:00～17:31

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）座長の選出
（２）イタリアから輸入される牛肉及び牛の内臓に係る食品健康影響 評価につい て
（３）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
（４）めん羊及び山羊の牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しに係る食 品健康影響
評価について
（５）その他

４．出席者
（専門委員）
村上座長、筒井専門委員、永田専門委員、中村優子専門委員、中村 好一専門委 員、
八谷専門委員、福田専門委員、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）
熊谷委員、吉田委員
（説明者）
厚生労働省

小西専門官

（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、小山技術参与

５．配布資料
資料１－１

食 品安全委員会 専門調査会運 営規程（平成1 5年７月９日 食品安全委員 会決
定）

資料１－２

「食 品安全委員 会における調 査審議方法等 について（平 成15年10月２ 日食
品安全委員会決定）」に係る確認書について
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資料２－１

イタリアのBSE対策の経緯等について

資料２－２

イタリアの出生年別のBSE発生状況

資料３

スイス及びリヒテンシュタイン評価書（案）たたき台

資料４

めん羊及び山羊評価書「Ⅴ．めん羊及び山羊の感染状況（案）」

参考資料１

食品健康影響評価について
「イ タリアから輸 入される牛肉 及び牛の内 臓に係る食品 健康影響評価 につ
いて」

参考資料２

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 係る
食品健康影響評価について」

参考資料３

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

参考資料４

めん羊及び山羊のBSE対策の見直しに係る評価書（骨子案）

６．議事内容
○鋤柄評価第二課 長

皆様、お 疲れさまでご ざいます。定 刻になりま したので、た だいま

から第95回「プリオン専門調査会」を開催いたします。
私、事務局の鋤柄でございます。
このたび、10月 １日付けで、 村上座長を含 む本専門調査 会の一部の 専門委員の方 々の改
選が行われました ので、本日は 、座長が選出 されるまでの 間、私が議 事を進行させ ていた
だきます。よろしくお願いいたします。
さて、本日は、 議事次第では1 1名の専門委 員が出席とな っておりま すが、眞鍋委 員が急
遽御都合が悪くな ったとのこと から、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、眞鍋委員のほか、門平専門委員、堂浦専門委員、山田専門委員 でございま す。
本専門調査会の 大半の専門委 員の任期は、 来年３月31日 までとなっ ておりますが 、10月
１日付けの専門委 員の改選によ り、八谷専門 委員、村上専 門委員、横 山専門委員、 それか
ら、本日は御欠席 でございます が、門平専門 委員の４名の 専門委員に 再任いただい ており
ますので、御紹介いたします。各専門委員には、引き続きよろしくお願 いいたしま す。
また、本日は、食品安全委員会から熊谷委員、吉田委員に出席いただ いておりま す。
続きまして、配 布資料の確認 をさせていた だきます。本 日の資料で ございますが 、議事
次第、座席表、専 門委員名簿の ほかに10点ご ざいます。資 料につきま しては、議事 次第の
４．に配布資料の 一覧がござい ます。また、 このほか机上 配布資料を １枚お配りし ている
ところでございます。資料に不足等ございますでしょうか。よろしいで しょうか。
それから、これら とは別に、こ れまでの評価 書及び今回の 諮問に関係 する提出資料 等は、
既に専門委員の先 生方には送付 いたしており ますが、お席 後ろの机上 にファイルと 、一部
につきましてはタブレットで用意しておりますので、必要に応じ適宜御 参照くださ い。
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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、また 大部になりま すこと等から 、傍聴の方に はお配りし ていないもの がござ
います。調査審議 中に引用され たもののうち 閲覧可能なも のにつきま しては、調査 会終了
後、事務局で閲覧 できるように しております ので、傍聴の 方で必要と される場合は この会
議終了後に事務局までお申し出いただければと思います。
それでは、議事 に入らせてい ただく前に、 食品安全委員 会の体制が1 0月１日付け で変更
となりましたので、体制につきまして、事務局から御報告をいたします 。
○髙﨑評価調整官

それでは、
「机上 配布資料」と右肩 に書いてあ る「食品安全委員 会の体

制整備について」とある１枚紙を御覧ください。２点、御報告させてい ただきます 。
１点目は、事務局の体制整備についてです。
近年、技術革 新の中で 、in sil ico 手法を初 めとする新た なリスク評 価手法の導入 に向け
て、ハザード横断 的、あるいは 組織横断的に 検討する必要 性が高まっ てきておりま す。ま
た、再生医療技術 などを応用し た食品の評価 方法の企画立 案機能の強 化、さらには 食品中
のアレルギーなど 、新たなハザ ードに対応し たリスク評価 への社会的 要請も強まっ てござ
います。
こうした状況に 対応するため 、本年４月に 評価技術企画 室が設置さ れました。こ の評価
技術企画室につい て、このたび1 0月１日付け で専任のスタ ッフも配置 されるなど、 その機
能が拡充され、本 格的に業務を 始動すること となりました ので、御報 告いたします 。あわ
せて、専門の先生方の御指導、御支援、よろしくお願いいたします。
なお、私はこの たび評価技術 企画推進室長 として、実質 的なこの室 の業務全体の 取りま
とめを行うこととなりました。どうぞよろしくお願いいたします。
２点目は、ワー キンググルー プの位置づけ の整理とその 設置につい てです。この 紙の裏
面を御覧ください。
食品安全委員会 では、これま で既存の専門 調査会の範囲 を越えた特 定分野に関す る審議
を行う場合には、 必要に応じて 専門調査会の 下にワーキン ググループ を設置して、 分野ご
とに専門性を有する科学者の先生方により審議を行ってまいりました。
一方で、審議内 容の専門性・ 複雑性がます ます高まる中 、より一層 適切かつ迅速 な評価
が必要となってお り、ワーキン ググループで の審議結果を 重視するこ とが必要とな ってご
ざいます。このた め、既存の専 門調査会の範 囲を超えた分 野に関する ワーキンググ ループ
について、原則と して食品安全 委員会の直下 に設置するこ ととしまし て、専門調査 会と同
等の位置づけとすることといたしました。
具体的には、こ の表の下の３ つの※のつい ているところ でございま すが、栄養成 分関連
添加物ワーキング グループ、加 熱時に生じる アクリルアミ ドワーキン ググループ及 び薬剤
耐性菌に関するワ ーキンググル ープについて は、食品安全 委員会の下 に設置するこ ととな
りましたので、あわせて御報告させていただきます。
以上でございます。
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○鋤柄評価第二課 長

そうしま したら、早速 、議事（１） 座長の選出 に入らせてい ただき

ます。お手元の資 料１－１「食 品安全委員会 専門調査会等 運営規程」 を御覧くださ い。運
営規程の第２条第 ３項に「専門 調査会に座長 を置き、当該 専門調査会 に属する専門 委員の
互選により選任する」こととされております。
座長の件に関し まして、専門 委員の皆様の どなたか、推 薦がござい ましたら、よ ろしく
お願いいたします。いかがでございましょうか。
横山先生、お願いします。
○横山専門委員

横山です。

引き続き、村上 専門委員に座 長を務めてい ただければと 思っていま すが、いかが でしょ
うか。
○鋤柄評価第二課長
○八谷専門委員

八谷先生。

同じく、引き 続き審議もご ざいますし、 村上専門委 員にお願いし たいと

存じますが、いかがでしょうか。
○山本専門委員

異議ありません。

○鋤柄評価第二課 長

ただいま 、横山専門委 員、八谷専門 委員から、 村上専門委員 を座長

にという御推薦が ございました が、いかがで ございましょ うか。御賛 同される方は 拍手を
いただければと思います。
（拍
○鋤柄評価第二課長

手）

ありがとうございました。

それでは、御賛同いただきましたので、座長に村上専門委員が互選さ れました。
それでは、村上 専門委員は座 長席へ御移動 いただき、一 言御挨拶い ただければと 思いま
す。
○村上座長

ただ いま座長に選 出されました 村上でござい ます。引き 続き、現下の 科学的

知見に基づく客観 的な判断のも と、慎重かつ 丁寧に審議を 進めて、本 専門調査会の 責任を
果たしてまいりたいと思います。
専門委員の先生 方におかれま しては、闊達 な御意見をい ただきたい と存じますの で、ど
うぞよろしく御協力のほどお願いいたします。
○鋤柄評価第二課長

ありがとうございました。

次に、同じく資 料１－１の運 営規程の第２ 条第５項に「 座長に事故 があるときは 、当該
専門調査会に属す る専門委員の うちから座長 があらかじめ 指名する者 が、その職務 を代理
する」とございま すので、村上 座長には、座 長代理の指名 をお願いい たします。ま た、こ
れ以降の議事の進行は、村上座長にお願いいたします。よろしくお願い いたします 。
○村上座長

それ では、ただい ま事務局から 説明がござい ました座長 代理の指名に ついて

ですが、私から、 座長代理とし ては、水澤専 門委員、山本 専門委員の お二方の専門 委員に
お務め願いたく指名させていただきたいと思いますが、いかがでしょう か。
（「はい」と声あり）
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○村上座長

ありがとうございます。

それでは、水澤座長代理並びに山本座長代理から一言御挨拶をお願い いたします 。
○水澤専門委員

よろしくお願いいたします。

○山本専門委員

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。

それでは、事務 局から、平成1 5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いたします。
資料１－２は、 再任いただき ました専門委 員の先生方か ら御提出い ただきました 確認書
となります。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1 5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。
（「はい」と声あり）

○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。
まず、諮問事項 、めん羊及び 山羊のBSE対 策の見直しに 係る食品健康 影響評価に関 して、
評価書（骨子案 ）のうち、起草委員が検 討の上、作 成した「Ⅰ ．背景」の 案、
「本評 価の考
え方」を含む「 Ⅱ．評価に 向けた経緯 」の案及び「Ⅲ．BSEの 現状」の案 について、事務局
より説明が行われました。
続いて、起草委員を 代表し、横山専門 委員から、めん羊 及び山羊にお けるBSEの感 染実験
の知見について説 明をいただき 、さらに、起 草委員が検討 の上、作成 しました「Ⅳ ．感染
実験等に関する科学的知見」の案について、事務局より説明が行われま した。
審議の結果、本評価の考え方については、案のとおりとすることとさ れました。
それでは、議事 （２）を開始 いたします。 本件は、９月 30日に厚生 労働省から、 イタリ
アから輸入される 牛肉及び牛の 内臓に係る食 品健康影響評 価について の諮問があり 、10月
６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 小西BSE対策専 門官から 、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。
○小西専門官

厚生労働省の小西です。本日はよろしくお願いいたします。

まず、参考資料 １を御覧いた だきたいと思 います。イタ リアから輸 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、 先ほど座長 からも御説明 があり
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ましたように、９ 月30日付けで 諮問させてい ただいたとこ ろでござい ます。内容に ついて
簡単に御説明いたします。
参考資料１の裏 面、別紙のほ うに諮問の背 景、趣旨、具 体的な諮問 内容について 記載し
てございます。基 本的には、こ れまで諮問し てきたEU加盟 国、ほかの 国と同様の内 容とな
ってございます。
背景、趣旨でござい ますけれども、イ タリアを含むB SE発生国に つきましては、200 1年以
降、法的に牛肉、 それから、そ れらの加工品 等について輸 入を禁止す るという措置 をとっ
てきてございます。イタリアについても同様でございます。
具体的な諮問内 容ですけれど も、これまで 諮問させてい ただいた国 々と同様、月 齢制限
につきましては、現行 の「輸入禁止」から「30か 月齢」とした場合 のリスクを比 較。また、
SRM、特定危険部位の範 囲につきまし ては、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、脊 髄及び
脊柱」に変更した場合のリスクを比較ということで諮問をしてございま す。
続きまして、資料２ －１に沿いま して「イタリアのB SE対策の経 緯等について」御 説明さ
せていただきます。
資料２－１に記 載はございま せんけれども 、イタ リアでは 、牛の飼養 頭数はおおむ ね550
万頭ぐらいの規模 でございます。そ のうち、と畜され る頭数につき ましては、年間26 0万頭
ぐらいと聞いてございます。
１枚おめくりい ただきまして 、２ページ目 「イタリアの BSE対策の経 緯」というこ とで、
時系列に沿ってま とめてござい ます。この中 から重要な部 分だけ御説明 いたしますと 、1997
年に、全ての動物由 来たん白質の 反すう動物 用飼料として の使用が禁止 されてござい ます。
続きまして、200 1年には、全 ての動物由来 たん白質の家 畜飼料への 使用が禁止さ れてご
ざいます。この年に 、健康と畜牛 のBSE検査が3 0か月齢超を 対象として始 まってござい ます。
また、BSEサーベイラン ス、緊急と畜牛で すとか死亡牛、こ れも30か月 齢超を対象と して始
まってございます 。同様に 、SRMの除去 、焼却処 理についても 始まっており ます。こ の年の
７月には、健康と畜 牛のBSE検査 対象月齢が24 か月齢に引き 下げられてご ざいます。同 様に、
緊急と畜牛、死亡牛の検査対象につきましても、24か月齢に引き下げら れてござい ます。
続く2005年には 、健康と畜牛 のBSE検査対 象が30か月齢 超に引き上げ られてござい ます。
続いて2009年に は、BSEサーベイラ ンス、緊急と畜牛、死 亡牛の検査 対象月齢が48 か月齢
超に引き上げられてございます。
2013年には、OIE 総会におきま して、BSEの リスクステー タスが「無 視できる」の 国と認
定されております。この年に、健康と畜牛のBSE検査、７月に廃止され てございます 。
続きまして 、３ページ 目を御覧いた だきますと 、これま での世界のBS E発生件数の 推移の
グラフになってご ざいますけれ ども、真ん中 より少し下に 、イタリア における発生 頭数を
記載してございま す。この表はOI Eのホームペ ージからとっ てきているデ ータですの で、144
頭となっておりま すけれども 、イタリ ア当局に確認 しましたとこ ろ、正 しくは145頭 である
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ということでござ います 。2011年に非 定型の１頭が 、OIEに も報告して いるそうなの ですけ
れども、なぜかホ ームページに は反映されて いないとイタ リア当局か ら説明を受け てござ
います。
また、資料 にはござい ませんけれど も、こ れまで非定型B SEにつきま しては５頭確 認され
てございまして、 全てＬ型と聞 いてございま す。11歳から 15歳で、こ のうち３頭が 健康と
畜牛、２頭が死亡牛検査で確認されております。
４ページ目以降 は、各国の検査 体制ですと かSRMの範囲と いう資料に なってござい まして、
これまでと同様のものでございます。
厚生労働省とい たしましては 、今回の諮問 に対して御審 議いただき まして、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 いたいと考え てござ
います。
説明は以上になります。
○村上座長

ありがとうございます。

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。
○大快係員

説明 させていただ きます。資料 ２－２を御覧 ください。 資料２－２で は、先

ほど厚生労働省か ら一部説明が ございました が、イタリア におけるBSE 検査対象月齢 の推移
とBSEの出生年別摘発状況についてまとめております。
表面の検査対象 月齢の推移の 表を御覧くだ さい。イタリ アにおいて は、2001年か ら、健
康と畜牛、死亡牛 及び緊急と畜 牛について、 30か月齢超の 全頭を対象 とする検査が 開始さ
れております。そ の後、2001年 ７月から24か 月齢超に移行 、健康と畜 牛については 、2005
年４月から再び30 か月齢超に移 行しておりま す。2009年か らは、健康 と畜牛、死亡 牛及び
緊急と畜牛ともに4 8か月齢超に 移行。その後 、健康と畜牛 については 、2011年７月 から72
か月齢超に移行し 、2013年 ７月から廃止 となっており ます。ま た、臨床 症状牛につい ては、
1990年４月から全月齢を対象に実施されております。
続いて、裏面を 御覧ください 。イタリアで は、これまで に145頭のBS E感染牛が確 認され
ております。出生年 別に見て最も 発生の多か った1996年生 まれのBSE検 査陽性牛は53 頭とな
っております。飼 料規制につき ましては、19 94年から、ほ 乳動物由来 たん白質の牛 及びめ
ん山羊用飼料への 利用を禁止し 、その後、19 97年に全ての 動物由来た ん白質の反す う動物
用飼料への利用禁 止、2001年１ 月からは全て の動物由来た ん白質の全 ての家畜用飼 料への
利用を禁止する完 全資料規制が 講じられてお り、そ れ以降に生ま れたBSE検査 陽性牛は 、下
に表として示しましたとおり、完全飼料規制の開始と同月の１頭のみと なっており ます。
説明は以上です。
○村上座長

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 の説明にお いて、今後、 十分に
議論を深めるためにも、積極的に御質問、御意見をお願いしたいと思い ます。
○山本専門委員

非定型の発生で、直近の出生年月はわかりますか。
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○大快係員

非定 型の発生のう ち、直近の出 生年月につい ては、1997 年４月となっ 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。

ほかにございませんか。よろしいですか。

それでは、小西 専門官、どう もありがとう ございました 。今後、追 加資料なども 含め、
必要に応じて資料 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、それに対しまして御意見を頂戴したいと思います。
まず１番目とし て、評価方法 につきまして は、平成24年 10月の評価 書と同様とい うこと
ではいかがでしょ うか。これは 今までの対象 国と同じでご ざいますが 、それでよろ 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。

２番目に、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 は諮問内容の （１）及び（ ２）の規制閾 値が30か月 齢までの部分 を審議
してはどうでしょうか。よろしいですか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

３番 目として、感 染実験、非定 型BSE、varia nt CJDにつ いては、平成2 4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、ひとま ずは記
載しないとしてはどうでしょうか。いかがでしょうか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

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 員に御
検討いただくということではいかがでしょうか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、そのような手順で進めさせていただきますが、結構でござ いましょう 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、評価 書のたたき台 について、起 草委員の先生 方の御意見 を踏まえて、 事務局
に案の作成をお願 いしたいと思 いますので、 担当の起草委 員先生方に 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 の先生におか れましても、 引き続き諮問 内容に関す る質問、ある いは用
意しておいたほう が良いと思わ れる資料など 、お気づきの 点がござい ましたら、事 務局ま
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で御連絡をお願い いたします。 いただいた御 意見等につい ては、次回 の専門調査会 までに
担当の起草委員の先生方と検討しておきたいと思います。
では、議事（３ ）を開始いた します。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 いては、10月 ５日付けで 厚生労働省よ り補足
説明の提出があり ましたことか ら、厚生労働 省からの提出 資料をもと に、起草委員 の先生
方にスイス及びリ ヒテンシュタ イン評価書（ 案）たたき台に ついて御検 討いただきま した。
まずは、事務局 より資料３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を御覧く ださい。資料 ３「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 いて説明をさ せてい
ただきます。こち らの評価書（ 案）ですけれ ども、本年６ 月の調査会 で、評価手法 につき
ましては、2012年1 0月評価書と 同様というこ ととなりまし たので、こ の評価書（案 ）につ
きましても、2012 年10月評価書 と同様の構成 とされており ます。従い まして、今回 は、新
たに追加した部分、特にスイス及 びリヒテン シュタインのB SE対策を中 心に説明させ ていた
だきたいと思います。
それでは、め くっていただ きまして 、まず４ペー ジ目になりま す。
「Ⅰ ．背景及び 評価に
向けた経緯」が記載されております。
31行目から、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
牛の内臓の輸入条件の設定について評価の要請があったことが記載され ております 。
次に、５ページ 目に参りまし て、20行目か ら四角に囲わ れている部 分になります けれど
も、こちらに諮問 事項について 記載されてお ります。（１ ）の月齢制限 、（２）SRMの 範囲、
（３）がさらに月 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、諮 問内容
がそのまま記載されております。
次の６ページ目 になります「４ ．本評価の 考え方」でございま すけれども 、こちら も2012
年10月評価書と同 様になってお りまして、10 行目以降のポ ツに示すよ うな考え方に 基づい
て検討を進め、評価を実施するということが記載されております。
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、③変異 型クロイツフ ェルト・ヤコ ブ病発生の リスクの順で 検討を
行うことが記載されております。
32行目になりま すけれども、 ただし、上記 のうち、＊を 記した事項 については、2 012年
10月の評価書以降 、評価に影響 を及ぼすよう な新たな科学 的知見は得 られなかった ことか
ら、2012年10月評 価書をもって かえることと しております ので、＊の ついている部 分以外
の部分、19行目 の牛群の感染 状況、BSE の発生状況 、24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 イス及 びリヒ テン シュタ インに ついて のBSE 対策を 整理し てい
くこととされております。
次に、７ページ 目になります 。諮問内容の うち、まず（ １）の輸入 月齢制限及び （２）
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のSRMの 範囲に ついて 取りま とめを 先行 して行 うこと が６月 の専門 調査 会にお いて決 まり
ましたので、ここに記載がされております。
次に、８ページ目から「Ⅱ．BSEの現状」について、総論的に記載し ております。
９ページ目を御 覧いただきま して、グラフ と表がござい ますけれど も、こちらは 世界の
BSE発生頭数、累計 で2015年末現 在、19万668 頭でございま す。発生の ピークですが 、1992
年には年間３万7,3 16頭のBSE発 生報告があり ましたが、そ の後、大幅 に減少し、201 2年に
は21頭、2013年に は７頭、2014 年には12頭、 2015年には、 10月９日現 在になります けれど
も、６頭の発生にとどまっております。
８ページ目に戻 っていただき まして、７行 目にございま すけれども 、これは、飼 料規制
の強化等によって 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 が記載
されております。
次に、10ページ目 に参りまして 、EU等におけ るBSE検査頭 数。こちらは 直近のデータ が2013
年までとなっておりますので、それまでのデータが示されております。
次に、11ページ目に参 りまして「２．各国のB SE検査体制」にな ります。ここから スイス
とリヒテンシュタインについても記載されております。
BSE検査体制です けれども、食 用目的で処 理される、い わゆる健康と 畜牛のBSE検 査は、
EUでは2013年から 一部を除き、 加盟国の判断 により実施し なくて良い とされており ます。
スイス及びリヒテ ンシュタイン は従前、30か 月齢超の健康 と畜牛の検 査を実施して いまし
たが、2013年１月からは健康と畜牛の検査が廃止されたと記載されてお ります。
12ページになり ますけれども「３．各国の特定危 険部位」で ございます 。EUのSRM の範囲
につきましては、 前回の専門調 査会でも報告 させていただ きましたが 、2015年８月 ５日付
けで、EU域内のOIE の無視できる リスク国のS RMについては 、12か月齢 超の頭蓋及び 脊髄に
変更がされており ます。スイス及びリ ヒテンシュタ インは 、2015年５月 にOIEの無視 できる
リスク国に認定さ れており、EU 規則に準じて 2015年12月１ 日付けで国 内規則が改正 される
予定となっております。
下の表３に各国 の特定危険部 位を記載して おります。ス イス及びリ ヒテンシュタ インは
上から２つ目にな りますけれど も、＊１は、 今申し上げま した「EU規 則に準じて国 内規則
を改正予定」という部分が脚注に記載されております。
また、事前に欠 席の専門委員 に御意見に伺 いましたとこ ろ、堂浦専 門委員より、 こちら
のスイス及びリヒ テンシュタイ ンのSRMの範 囲の部分で「 ４本の切歯が 生えた個体の 脊柱」
とございますけれ ども、４本の 切歯が生えた 個体というの がどの程度 の月齢に相当 する個
体であるか記載し たほうが良い との御意見を いただきまし たので、ス イスの回答を 踏まえ
まして、脚注に「24-30か月齢に相当」という部分が記載されておりま す。
次に、13ページ目に参 ります。
「４．各国の飼 料規制」になりま す。スイス及びリ ヒテン
シュタインにつき ましては、200 1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
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に規制が強化されております。
次に、14ペ ージ目以降 、ここは 飼料規制等 のスイス及び リヒテンシュ タインのBSE 対策に
ついて記載されております。
まず「Ⅲ．牛群 の感染状況」 ですけれども 、これもいつ もどおり、 表としてまと められ
ております。
スイスとリヒテ ンシュタイン ですけれども 、厚生労働省 からの諮問 説明時に説明 もござ
いましたように、 リヒテンシュ タインはスイ スとの間に結 ばれる関税 同盟により、 スイス
の関税制度適用地 域の一部とし て扱われてい るということ で、家畜衛 生や食品等に 係る規
制等はスイスの法 律が適用され ることとなっ ております。 それらを踏 まえて、こち らの規
制等についても、そういった形で整理されております。
20ページの表を 御覧いただけ ればと思いま す。牛群の感 染状況のま とめ、スイス 及びリ
ヒテンシュタインという形でまとめられております。
まず、国内安 定性のうち 、飼料給与 でございま すけれども 、一番上の カラムになり ます。
スイス及びリヒテ ンシュタイン は、1990年12 月、反すう動 物へのほ乳 動物由来肉骨 粉の給
与を禁止。99年７ 月、反すう動 物への血粉の 給与を禁止。 2001年１月 には、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の利用実態に なりますけれ ども、SRMの 定義は、先ほ どございま したように、1 2か月
齢超の頭蓋及び脊 髄、４本の切 歯が生えた個 体の脊柱、全 月齢の扁桃 、十二指腸か ら直腸
までの腸管及び腸 管膜とされて おります 。全てのSRM は除去され 、肉骨 粉はスイスの セメン
ト工場で補助燃料として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 条件につきま しては 、93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 しております。なお、リヒテ ンシュタイン にはレンダ リング施設が なく、
レンダリングはスイスのレンダリング施設で行われるということです。
交差汚染防止対 策につきまし ては、2001年 １月から完全 飼料規制を しているとい うこと
でございます。
BSEサーベイラン スにつきまし ては、48か月齢 超の死亡牛、緊急 と畜牛の検査 が現在、実
施されております 。健康と畜牛 につきまして は、1999年１ 月から、30 か月齢超の一 部が検
査されておりまし たが、2013年 １月から、健 康と畜牛の検 査を廃止し ております。 その結
果、現在、OIE基準 に定める10万 頭に１頭のB SE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。
この表の記載の ない部分につ いて説明いた しますので、 戻っていた だきまして、1 4ペー
ジをお開きください。
まず「（１）生体牛、肉 骨粉等の輸入」についてにな ります。スイ スでは、1990年 ６月に
原則として英国か ら反すう動物 及び英国由来 動物を原料と する製品の 輸入が禁止さ れてお
ります。96年12月 からは、ほ乳 動物由来たん 白質の反すう 動物への給 与を禁止する 飼料規
制が行われていな い国からの生 体牛の輸入が 禁止され、飼 料規制が行 われている国 につい
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ては、飼料規制が 開始されてか ら18か月以上 経過した後に 生まれた牛 に限り輸入が 許可さ
れております。そ の後、2001年 からは、2001 年３月１日以 降に生まれ た牛のみに、2 003年
11月からは、EU域 内については 、2001年７月 １日以降に生 まれた牛に 限り輸入を許 可する
輸入規制の強化が 行われており ます。英国か らの生体牛の 輸入禁止措 置につきまし ては、
2006年に解除され ております。 なお、2000年 以降EU域外か らスイスへ 生体牛は輸入 されて
おりません。2007 年４月以降、 スイスへの生 体牛の輸入に ついては、E U規則に準じ て規制
されているということです。
16行目から、肉 骨粉の輸入に なりますけれ ども、1990年 12月に、認 可された業者 が供給
する非反すう動物 用飼料を除き 、飼料用肉骨 粉の輸入が禁 止されてお ります。以降 、段階
的に輸入の禁止措 置がとられま して、2001年 １月には、ペ ットフード 用肉骨粉以外 の輸入
禁止など、複数回 の規制強化が 行われており ます。2007年 １月以降、 スイスへの肉 骨粉の
輸入につきましては、EU規則に準じて規制されているということです。
25行目からにな りますけれど も、リヒテン シュタインは、先ほど申し 上げましたよ うに、
スイスとの間に結 ばれる関税同 盟により、ス イスの関税制 度適用地域 の一部として 扱われ
ており、家畜衛生 、食品、飼料 及び輸出入に 係る規制は、 スイスの法 律が適用され 、上記
と同じ輸入規制が 行われている 。スイスとリ ヒテンシュタ イン間の動 物及び動物由 来製品
の移動に制限はなく、国境検疫はスイス政府が実施しているということ です。
飼料規制については、先ほど説明をいたしましたので、省略させてい ただきます 。
次のページに行 きまして、「２ ．BSEサーベ イランスの状 況」になり ます。スイス 及びリ
ヒテンシュタイン では、1990年1 2月にBSEの 届け出義務が 課され、全月 齢の臨床的に BSEが
疑われる牛を対象 に、BSEのサーベイ ランスを開 始しておりま す。98年７月から、臨 床的に
BSEが疑われる牛に ついては18か 月齢超に検 査対象月齢が 変更されてお ります。99年 １月か
ら、30か月齢超の 全ての死亡牛 及び緊急と畜 牛、30か月齢 超の約５％ の健康と畜牛 を対象
にBSE検 査が開 始され ており ます 。この ほかに 、スイ スで は、健 康と畜 牛につ いて 、2000
年１月から2007年 ２月まで、ス イス連邦獣医 局によって認 可された民 間の検査所で の民間
企業による自主検 査も行われて おります。両 国では、2013 年１月から 、健康と畜牛 の検査
は廃止され、2013 年７月から、 死亡牛及び緊 急と畜牛につ いては、48 か月齢超に検 査対象
月齢が引き上げられております。
20行目になりま すけれども 、BSEスク リーニング検 査の検体は 、スイ ス連邦獣医局 によっ
て認可されたスイ スの７カ所の 検査所に送ら れまして、ス クリーニン グ検査が実施 されて
います。スクリーニ ング検査で陽 性だった牛 あるいは臨床 的にBSEが疑 われた牛の検 体はス
イスのリファレン スラボラトリ ーであるベル ン大学に送付 され、確定 診断が行われ るとい
うことです。確定 診断は、OIEの マニュアル に基づいて行 われまして、 病理組織学的 検査、
免疫組織学的検査及びウエスタンブロット法が行われるということです 。
次に、スイス及び リヒテンシュ タインの各 年度のBSEサー ベイランス 頭数がそれぞ れ表５
及び表６に示されております。
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次の16ページ、17ペ ージに、BSEのサー ベイランス頭 数がござい ます。一番右のカ ラムが
BSE検査陽性牛の数 ということに なります 。こちらの 発生状況に つきましては 、18ペ ージ以
降に記載がされております。
「３．BSE発 生状況」の「（１）発生 の概況」に なります。スイスでは 、BSE検査陽 性牛が
90年に初めて確認 されて以降、9 5年の68頭を ピークに減少 し、99年１ 月からのアク ティブ
サーベイランスの 開始に伴い再 び増加したも のの、2004年 から2006年 には年間３～ ５頭、
2007年から2010年 は０頭、2011 年に２頭、20 12年に１頭と なり、合計4 67頭のBSE検 査陽性
牛が確認されてい ます。このう ち2012年に確 認された１頭 はドイツか らの輸入牛と されて
います。
非定型BSEにつき ましては 、2015年９ 月末現在で４ 頭が確認を されておりま す。２ 頭につ
きましてはＨ型で あり、残りの ２頭につきま しては、Ｈ型 及びＬ型と は異なったタ イプの
BSEとして報告がさ れております 。このＨ型 及びＬ型とは 異なったタイ プのBSEです けれど
も、組織の自己融解 が激しい検体 であったと いうことです。2012年10月 の評価書にお いて、
こちらの非定型に 関して引用し た参照文献に おいては、こ れらの検体 について伝達 性試験
を実施していると いう記載があ ったことから 、スイスの伝 達性試験の 実施状況につ いて、
厚生労働省に確認 をしていたと ころです。今 般、そちらに つきまして 補足資料が提 出され
まして、その結果、伝達性試験に ついては現在 も実施中であ るというこ とでございま した。
計画では、2016年 、来年８月に 終了する予定 ということで ございまし た。このため 、この
非定型BSEの状況につきましては、脚注２に現在の状況が記載されてお ります。
次に参りまして 、また15行目 に戻っていた だきまして、 リヒテンシ ュタインにつ きまし
ては、98年にBSE検査陽 性牛が２頭確 認されてい る。当該牛は約５ 歳及び約７歳 で、いずれ
も定型BSEであると記載されております。
次に「（２ ）出生コホー トの特性 」になります けれども、次のページ に記載をされ ており
ます。スイスの出生年 別が図３、また、飼料 規制強化後に 生まれたBSE 検査陽性牛は 表７に
記載がされており ます。スイスにおい てBSE検査陽性 牛の出生時 期については 、90年 生まれ
が最も多かったと 記載されてお ります。また 、スイスにお いて完全な 飼料規制が実 施され
た2001年 １月以 降に生 まれ た牛でBS E陽性 が確 認され たのは 、表７ にご ざいま すよう に、
2003年 ９月 生 まれ の１ 頭及 び200 5年 ４月 生 まれ の１ 頭の 合計 ２ 頭と なっ てお り ます が、
2005年４月生まれの１頭はドイツからの輸入牛ということでした。
出生年月で見た 最終発生の牛 は、2003年９ 月に生まれた Ｈ型及びＬ 型とは異なっ たタイ
プの非定型BSEとさ れております 。2000 年１月に生ま れた１頭を 最後に 、これまで15 年間に
生まれた牛に定型BSEの発生は確認されておりません。
リヒテンシュタ インの発生例 は２頭で 、91年及び9 3年生まれの 定型BSEです 。これ らの牛
は、リヒテンシュ タインにおい 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。
次に、21ページから「Ⅳ．SRM及 び食肉処理」にな ります。こちらも まとめを表に してお
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ります。23ページを御覧ください。
まず、と畜場で の検査という ことでござい ますけれども 、と畜場に 搬入される牛 につい
ては、全ての牛に ついて獣医官 が目視でと畜 前検査を実施 する。30か 月齢超の牛に 障害や
異常行動が確認さ れた場合には 、行動、運動 、不安等の項 目について 評価を行う。 ２つ以
上の症状の項目に 該当する牛に ついては、暫 定的にBSEと 判定され、殺 処分の上、BS E検査
が行われるという ことです。健康と 畜牛のBSE検 査は、1999年から、30 か月齢超の約 ５％の
健康と畜牛を対象 にBSE検査が行 われており まして、2013年１月 からは 、健康と畜牛 検査は
廃止されたと記載されております。
次に、スタンニ ングになりま すけれども、 圧縮した空気 またはガス を頭蓋内に注 入する
方法によるスタン ニングは実施 されていない ということで 、ピッシン グも実施され ていな
いということです。
SRMの定義は、前に説明しましたとおりになります。
SRMの除去につき ましては、SRM除 去は獣医官に より確認され る。除去されたSR Mは、専用
の容器に廃棄されるということです。
実施方法等につ きましては 、ナイフ 、のこぎり 等の器具は汚 染の度に消毒 され、脊 髄は、
枝肉の背割り後に、専 用の器具また は吸引装置を 用いて除去さ れる。また、SSOP及び HACCP
につきましては、 スイスの全て のと畜場にお いて、SSOP及 びHACCPが導 入されており ます。
小規模なと畜場に おいては、HACC Pのかわりに SSOPのみ導入 されていれ ば良いとされ ており
まして、リヒテン シュタインの と畜場はこち らに該当する ということ です。スイス 及びリ
ヒテンシュタイン の全ての食肉 処理施設にお いて、HACCPが 導入されて いるというこ とです。
また、MRMにつきましては、製造していないということでございます 。
少し前に戻って いただきまし て、22ページ 「３．その他 」の「（２） トレーサビリ ティ」
になりますけれど も、スイス及 びリヒテンシ ュタインでは 、と畜場に おける牛の月 齢確認
には個体ごとに管 理された耳標 及び歯列によ り月齢を識別 していると いうことです 。99年
から個体データの 登録制度が導 入され、デー タベースで管 理されてい るということ です。
生後20日以内に耳 標の装着、生 後30日以内に 耳標番号のデ ータベース への登録が義 務づけ
られており、牛は 、と畜から出 生までさかの ぼることがで きる。移動 があった場合 には、
データベースに登録されると記載されております。
次に「（３）と畜 場及びと畜頭 数」になり ます。スイス には、583施 設の牛のと畜 場があ
る。こちらは2013 年現在になり ます。2013年 の牛の年間と 畜頭数は、 約65.2万頭で あり、
うち30か月齢超が 約21.8万頭で ある。なお、 スイスにおい ては、リヒ テンシュタイ ンの牛
が年間約1,900頭と畜されている。2012年の牛の飼養頭数は、約160万頭 である。
リヒテンシュタ インには、１施 設の牛のと 畜場がある。リ ヒテンシュ タインの牛は 毎年、
約2,000頭がと畜さ れるが、うち 約100頭はリ ヒテンシュタ インにおい てと畜され、 残りの
牛はスイスにおい てと畜される 。リヒテンシ ュタインにお ける2013年 のと畜牛の年 間と畜
頭数は、 92頭 であり 、全て 30か 月齢超 である 。なお 、2012 年の牛 の飼 養頭数 は、約 6,000
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頭であるとされております。
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。

起草委員の先生方、追加説明はございませんでしょうか。よろしいで すね。
それでは、ただ いまの事務局 からの説明に ついて、質問 や御意見を お願いいたし ます。
区切ってパートご とに記載内容 の修正等がな いか確認して 、御質問を 受ける、ある いは御
意見を頂戴するという形にしたいと思います。
まず「Ⅰ．背景及び評 価に向けた経 緯」、４～ ７ページです 。この項 目については いかが
でしょうか。よろしいですか。
続きまして「Ⅱ ．BSEの現状」、８～13ペー ジです。いか がでしょう か。ここは、 堂浦専
門委員からの御指 摘に従って、1 2ページに追 記がございま す。ほかは ございません か。よ
ろしいですか。
続きまして「Ⅲ．牛群の感 染状況」、14～20ペ ージでござい ます。いかがでし ょうか。よ
ろしいですか。
最後の項目で「Ⅳ ．SRM及び食 肉処理」、21～23ペー ジでござい ます。いかがでしょ うか。
よろしいですか。
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、評 価書の24ペー ジから説明さ せていただ きます。いつ もです

と全文読み上げを しているので すけれども、 本日は議題も 多いので、 ポイントだけ 説明さ
せていただきます。
まず、全体とし ては、2012年1 0月の評価書 の仏蘭、アイ ルランド、 ポーランド、 スウェ
ーデン、ノルウェー、デンマークと並びをとる形で整理させていただき ました。
「１．BSEの発生状況」です。
スイスでは、これ まで467頭のB SE感染牛が 確認されてお り、うち４頭 は非定型BSEで ある。
出生年で見た場合、2000年１月生 まれの１頭 を最後に、定型 BSE感染牛は 確認されてい ない。
リヒテンシュタ インでは 、これまで に２頭のBSE感 染牛が確認 されており 、いずれ も定型
BSEである。出生年 で見た場合、 1993年生ま 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」です。
両国とも完全飼料規制は2001年１月から実施され、14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 は、スイ スで２頭確 認されていま す。そ のうち
１頭はドイツから の輸入牛であ り、もう１頭 はＨ型及びＬ 型とは異な ったタイプの 非定型
BSEでした。飼料規 制が強化され た2001年１月 以降これまで の14年間に 両国で生まれ た牛に
定型BSEの発生は確認されていません。
よって、両国にお 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
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した。
「３．SRM及び食肉処理」です。
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 とい
うことで 、な お、2015 年12 月１日 付けで 、スイ ス及 びリヒ テンシ ュタイ ンが 設定す るSRM
は「12か月齢超の頭蓋（下顎 を除き脳、眼を含 む。）及び脊髄」に改正 される予定と なって
います。
「４．牛の感染実験」。
本事項について 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と判断しました。
「５．変異型ク ロイツフェル ト・ヤコブ病（vCJD）」です が、本事項 に関して、記 載事項
以外は2012年10月 評価書のとお りです。記載事項 は、2015年９月末 現在、世界中で22 9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、201 4年に１例の みの発
生となっている。 スイス及びリ ヒテンシュタ インにおいて はvCJDの発 生は確認され ていな
いということです。
「６．非定型BSE」ですが、本事項に 関して、スイスでは Ｈ型及びＬ 型とは異なっ たタイ
プのBSEが２頭報告 されています が、本症例 については、 非定型BSEに 含めることと しまし
た。そのため、本評価 書には、2015年 ９月末現在、ス イスで４頭（6. 8歳～19歳）の 非定型
BSEが確認されているとしています。それ以外は、2012年10月評価書の とおりです。
最後、26ページ「７．まとめ」です。
ここはもう、仏 蘭、アイルフ ァンド、ポー ランド、スウ ェーデン、 ノルウェー、 デンマ
ークと同じ並びの文章となっております。
以上です。
○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 御意見等はい ただいてお りますでしょ うか。
○田中課長補佐

先ほど御説明 した堂浦専門 委員の御意見 以外に、御 欠席の専門委 員から

御意見等はいただいておりません。
○村上座長

御質問や御意見はございませんか。

それでは、取りま とめをさせて いただきたい と思いますけ れども、スイ ス及びリヒ テン
シュタインに対す 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。
（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、各専 門委員から特 段の意見はご ざいませんで したので、 評価書（案） の扱い
についても、私、座長に一任していただいてよろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
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○村上座長

ありがとうございます。

それでは、今後 、もし必要な 修文等がござ いましたらそ れを行った 上で、基本的 には原
案をもって食品安全委員会に報告したいと思います。
次に、議事（４）を開 始いたします。めん羊及び山 羊の牛海綿状 脳症（BSE）対策 の見直
しについてですが、前 回、中村専門委員 より、CWDのめん山 羊への感染 に係る知見に ついて
お尋ねがありまし た。CWD のめん山羊へ の感染に係る 知見につい て、事 務局または専 門委員
から紹介等がございましたら、お願いいたします。
○福田専門委員

本年５月にア メリカのコロ ラド州立大学 でプリオン2 015が行われ ました

が、そのとき にカナダの 食品検査庁の チームから 、めん羊 及び山羊への CWDの実験感 染の結
果が報告されていましたので、それを紹介したいと思います。
まず、動物です が、めん羊は サフォーク種 、山羊はボア 種を用いま して、脳乳剤 はエル
クのCWD、羊のC WD、これ を経口接種で は５g、脳 内接種では１ ｇ、１mL の10％脳乳剤 を接種
したという試験です。頭数等は、結果とあわせて示したいと思います。
まず、CWD に感染したエ ルクの脳乳剤 を脳内接種し ためん羊で す。３ 頭のめん羊に 接種し
まして、２頭に 感染が認めら れました 。また、同 じくエルクの CWDを経口接 種、５ｇ の経口
接種をした結果、 めん羊、山羊 それぞれ４頭 を用いました が、感染が 成立した個体 はあり
ませんという結果でありました。
また、先ほ ど言ったエ ルクCWDを脳内 接種して 、めん羊に 感染が成立 したうちの１ 頭の脳
乳剤を用いまして 、めん羊に脳 内接種、めん 羊と山羊に経 口接種を行 いました。こ のめん
羊のCWD感染の脳乳 剤をめん羊４ 頭に接種し たところ、１頭 で感染が認 められたとい うこと
です。経口接種の 実験に関しま しては、めん 羊について４ 頭を用いま したが、感染 は成立
しませんでした。 山羊について は、４頭中１ 頭に感染が認 められ、臨 床症状をあら わした
のが18か月であり ましたという ことです。４ 頭中１頭に感 染がありま したというこ とでし
た。
これらの結果、 少なくとも初 代の経口接種 では、めん羊 に感染が認 められません でした
という結果であり ました。めん羊、山羊 の評価をする 上で、CWDの人へ のリスクとい うのを
直接示唆する知見 もまだ出てお りませんので 、この紹介し た実験結果 というのは、 スクレ
イピーと同様に、評価に関して影響を与える結果ではないと考えており ます。
以上です。
○村上座長

ありがとうございました。

ほかにございませんでしょうか。お願いします。
○横山専門委員

補足させていただきます。

私も幾つか文献 を調査いたし ましたが、CWDに関して は、御承 知のように 、鹿へは経口 ・
脳内接種で高率に 伝達をします。あと、脳内接 種でリスザル には伝達が 認められてい ます。
一方、同じ脳内接 種でも、カニ クイザルには 伝達をしない 。また、ヒ ト型マウスに も伝達
をしないというこ とが知られて います。今、 紹介がありま したように 、牛や羊へ脳 内接種
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を行った場合には 、感染はす るけれども 、非常に低率 であること 。それから 、牛、羊 には、
今のところ経口感染で伝達が成立したという報告はございません。
これまで幾つか の実験等で、C WDプリオン がBSEとは異な る性状のプ リオンである という
報告もあります 。そういった ことを考えま すと、現 状では、め ん羊、山 羊及び牛のBS Eのリ
スク評価に際して、前回御指摘が ありました ような牧草の 汚染を介した CWDプリオン のリス
クを考慮する必要性があるという状況ではないと考えます。
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、現時点でと いうことにな りますけれど も、め ん羊及び山羊 のBSE対策の 見直し
に当たり、現 在のところ 、CWDの 人へのリスク を直接示唆す る知見がな いということ を踏ま
えて、現時点ではC WDをこの評価 では対象と しなくていい と判断してよ ろしいでしょ うか。
現時点ではといった条件はついておりますが、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。

○横山専門委員

ただ、CWDは病 態がほかの プリオンと違 って特殊であ るということ から、

現時点での評価云 々ではないに しても、その 動向と病態に 関する調査 、または情報 収集は
引き続き、続けて いく必要があ ることは、専 門調査会で確 認しておく 必要があるか と思っ
ています。
○村上座長

ありがとうございます。

お願いします。
○水澤専門委員

全く同感で、 ここでも議論 になったかも しれません けれども、先 日、ク

ラウディオ・ソト 教授が９月に 金沢の学会に 来られてお話 をされまし たが、土壌に しみ込
ませたCWDプリオン が植物に根か ら吸い上げ られて、葉っぱのほ うに上がって いって 、それ
がPMCA法できちん と陽性になる ということが 実験的に証明 されたとい う報告をされ ていま
したので、やはり危険は非常にあるのだろうと思います。
現在、直接的な 証明はないと いうことで、 いいとは思い ますけれど も、非常に注 意深く
見ていかなければ いけないとい うことで、CDC ではハンター の方々の発 症率をずっと チェッ
クしていると思う のですけれど も、今のとこ ろはそれに、 非常に高い 発生率だとい うこと
はなさそうです。
ということで、横山専門委員の御意見に賛成です。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにございませんか。ありがとうございます。
それでは、前 回の審議結果 も踏まえ 、今回のプリ オン専門調査 会では、評価書（骨 子案）
のうち、起草委員 に御検討いた だきました「 Ⅴ．めん羊及 び山羊の感 染状況」につ いて、
審議を進めてまいりたいと思います。
それでは、事務局より資料４について説明をお願いします。
○大快係員

御説明させていただきます。資料４と参考資料４を御用意ください。
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まず、参考資料４を御覧ください。
資料４は、評価 書（骨子案） で言うところ の「Ⅴ．めん 羊及び山羊 の感染状況」 案につ
いて、起草委員の 先生方に御検 討いただいた ものとなって おります。 御検討いただ いた結
果、参考資料４の ２．が「BSEサ ーベイランス の状況」、３ ．が「BSE状 況」の案とさ れてお
りましたものが、 ２．が記載の とおり「牛に おけるBSEサ ーベイランス の状況及びBS E発生
状況」、３．が「めん羊 及び山羊に おけるTSEサー ベイランスの 状況及びTSE 発生状況 」と整
理が行われております。
では、資料４ にお戻りいた だきまして 、まず「１ ．飼料規制 等の概要 」を御覧くだ さい。
２行目から、評価対象国に おいては 、過去の評価 書に記載のと おり、い ずれも、OI E基準
で禁止されている 反すう動物由 来たん白質の 反すう動物へ の給与を禁 止しているこ とが記
載されております 。また 、過去の 評価時点に おける飼料規 制強化後に生 まれたBSE検 査陽性
牛（BARB）の発生 状況を表１に 示した上で、 13行目から、 過去の評価 において、交 差汚染
防止対策まで含め た飼料規制が 行われてから それぞれの評 価時点で少 なくとも３年 、これ
は表１に示す2009 年10月に飼料 規制強化が行 われた米国に 当たります けれども、３ 年が経
過していたこと、O IEが定めた５ 万頭に１頭 または10万頭 に１頭のBSE 感染牛が検出 可能な
サーベイランスの 結果、BARBが 確認されてい る国において も、出生年 月で見た場合 の最終
発生から評価時点 で少なくとも ８年、これは 次のページの 表２に示す 評価時点から 最終発
生年月を引いたも のに当たりま すが、８年が 経過していた ことから、 評価対象国に おける
飼料規制は、牛にお けるBSEの発 生抑制に大き な効果を発揮 しているも のと判断して いる旨、
記載されております。
１ペー ジお めくり いただ きまし て、「 ２．牛 にお けるBSE サーベ イラン スの 状況及 びBSE
発生状況」を御覧ください。
２行目から、評 価対象国にお けるBSEサー ベイランスと 過去の評価時 点におけるBS E発生
状況を整理した上 で、９行目から、評価 後にBSEの発生 が認められ た国について、改 めて整
理がされておりま す。具体的に は、食品健康 影響評価を取 りまとめて 以降、カナダ 、フラ
ンス及びアイルラ ンドにおいて、BSE 感染牛が確 認されており、フ ランスにおい ては、５頭
のBSE感染牛が確認 されたものの 、いずれも 非定型BSEであ った旨、カ ナダ及びアイ ルラン
ドにおいては、定型 BSEが１頭ず つ確認され、出生年月で見 た最終発生の 牛は、それぞ れ2009
年３月及び2010年１月に生まれた牛となった旨、記載されております。
これらを踏まえ 、15行目から 、評価対象国 においては、 交差汚染防 止対策まで含 めた飼
料規制が行われて から2015年９ 月末現在で少 なくとも６年 が経過してお り、OIEが定 めた５
万頭に１頭または1 0万頭に１頭 のBSE感染牛 が検出可能な サーベイラン スの結果、評 価対象
国の過去の評価時 点では、表２ に記載のとお り、ポーラン ドの2005年1 1月が出生年 月で見
た最終発生の牛と なっておりま したが、アイ ルランドで確 認された201 0年１月生ま れの１
頭が出生年月で見 た最終発生の 牛となりまし たので、これ までの５年間 に生まれた牛 にBSE
感染牛は確認され ておらず、飼料 規制の強化 等によりBSE発 生頭数は大 幅に減少して いる旨、
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記載されております。
１ページおめく りいただきま して、「３． めん羊及び山 羊におけるTS Eサーベイラ ンスの
状況及びTSE発生状況」を御覧ください。
ここからは、評価対 象国のうち、めん 山羊のTSEサー ベイランス 等について、現時 点で得
られている情報が整理されておりますので、以下は読み上げさせていた だきます。
それでは、「（１）日本」を御覧ください。
日本では、と畜 場におけるめ ん羊及び山羊 のスクリーニ ング検査と農 場で死亡し ため
ん羊等を 対象 とした サーベ イラン スが 実施さ れてい る。日 本の めん羊 等にお けるTS Eサ
ーベイランス頭数を表３、４に示す。
と畜場において は、2001年５ 月から、24か 月齢以上のめ ん羊を対象に サーベイラ ンス
が開始され、2005 年10月からは 、12か月齢以 上のめん羊及 び山羊を対象 にスクリー ニン
グ検査が実施され ている。農場 で死亡しため ん羊等につい ては、2003年 から12か月 齢以
上で死亡 又は 淘汰さ れため ん羊等 を対 象にサ ーベイ ランス が開 始され た。TSE 陽性 と診
断されためん羊等 については、 ウエスタンブ ロット法によ るBSEの判別 が行われてい る。
農場におけるサ ーベイランス 検査を開始し た2003年より 前に、計59頭 のめん羊で スク
レイピー の発 生が確 認され てい る。TSE サーベ イラ ンスの 結果と 合わ せると 、2015 年９
月末時点までに65 頭のめん羊にT SE陽性が確 認されている が、めん羊及 び山羊にBSE 陽性
は確認されていない。
次のページに行っていただきまして、「（２）米国」を御覧ください。
米国で は、 米国ス クレイ ピー撲 滅プ ログラ ムに基 づいて めん 羊及び 山羊のT SEサ ーベ
イランス が実 施され ている 。米国 にお ける各 年度の めん羊 及び 山羊のTS Eサー ベイ ラン
ス頭数をそれぞれ表５、６に示す。
と畜場における サーベイラン スは、14か月 齢以上のめん 羊及び山羊の うち、顔の 黒い
めん羊、並びに臨 床症状を呈す るめん羊及び 山羊等を検査 対象としてい る。農場に おけ
るサーベイランス は、18か月齢 超で死亡又は 淘汰されため ん羊及び山羊 を対象に実 施さ
れている 。な お、2012 年以 降、TSE 陽性 と診断 された めん羊 及び 山羊に ついて は、W B法
によるBSEの判別が行われている。
TSEサーベイラン スの結果、米 国では2001 年度から2014 年度までに2,6 96頭のめん 羊及
び山羊にTSE陽性が 確認されてい るが、これ までにめん羊 及び山羊にBSE 陽性は確認 され
ていない。
６ページに行っていただきまして、「（３）カナダ」です。
カ ナダ では カナ ダ スク レイ ピー 撲滅 プ ログ ラム に基 づい て めん 羊及 び山 羊の サ ーベ
イランス が実 施され ている 。カナ ダの めん羊 ・山羊 におけ る各 年のTSE サーベ イラ ンス
頭数を図１に示す。
この図１については、色が濃い右のほうが陽性の頭数を示しておりま す。
と畜場における サーベイラン スでは、12か 月齢以上のめ ん羊及び山羊 を対象に抽 出検
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査が実施されてい る。また、農 場において、 12か月齢以上 の死亡畜や臨 床症状を呈 する
めん羊及び山羊を対象としたサーベイランスも実施されている。
TSEサ ーベイ ランス の結 果、カ ナダで は2005 年から 2014年 まで に63頭 のめん 羊及 び山
羊にTSE陽性が確認されている。BSEの判別検査は行われていない。
１ページおめくりいただきまして、「（４）EU」を御覧ください。
EUにおけるTSE対策の経緯につきましては、概要を以下の表としてま とめておりま す。
1993年から、ス クレイピーが 通報対象疾病 とされており ます。1998年 からは、臨 床症
状を呈すまたはリ スクがあると 考えられるめ ん羊及び山羊 について、ス クレイピー の検
査が義務化されて おります。200 2年からは、 18か月齢超を 対象とした、 と畜場にお ける
食用に供 され るめん 羊及び 山羊の 検査 及び農 場にお ける死 亡畜 の検査 を加え たTSE のア
クティブ サー ベイラ ンスが 開始 されて おりま す。200 5年か らは、 TSE陽 性動物 につ いて
のBSEの判別が開始されております。
現在、EUでは、 食用に供され るめん羊及び 山羊のと畜場 における検査 について、 飼養
頭数が75万頭より 多い加盟国に 対して、18か 月齢超のめん 羊及び山羊を 対象に、畜 種ご
とに原則年間１万 頭以上の検査 を義務付けて いる。一方、 死亡畜の検査 については 、全
ての加盟国に対し て、18か月齢 超のめん羊及 び山羊を対象 に、畜種ごと に、飼養頭 数に
応じて設 定さ れた頭 数以上 の検査 を義 務付け ている 。なお 、TSE 発生農 場にお いて 淘汰
された動物につい ては、淘汰さ れた群れのう ち18か月齢超 の動物数に応 じて設定さ れた
頭数以上の検査を義務付けている。
EUにおける各年 のTSEサーベイ ランス頭数 を表７に示す 。なお 、キプロ スにおいて は、
特にスクレイピー が多く確認さ れているため 、キプロスを 除く陽性数も 参考として 示す。
BSEの判別検査が 義務化された 2005年から2 013年の間に 、EU全体では 、6,123,343 頭の
検査を 行って おり、 TSE陽 性は24,08 8頭 であっ た。TSE サー ベイラ ンス の結果 、TSE 陽性
とされた検体につ いては、2005 年以降WB法、 免疫組織化学 検査及び酵素 標識免疫測 定法
によるBSEの判別が 行われている が、現在ま でにBSE陽性の めん羊及び山 羊は確認さ れて
いない。
TSEサーベイラン スのほかに、 過去にTSE陽 性と診断され ためん羊及び 山羊の検体 につ
いて、フラン ス及び英国 で遡り検査が 実施され 、山羊の２ 検体がBSEと判 断されてお り、
詳細を以下に示す。
フラン スで は2005 年に、19 90年 以降に 臨床症 状を 呈しTSE 陽性 と診断 された めん 羊及
び山 羊216 検 体並 びに2 002 年及 び200 3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 た。
その結果 、2000 年３ 月生ま れで200 2年10 月にと 畜さ れた山 羊１頭 に、BS E陽性 が確 認さ
れた。英国では200 9年に、1984 年から2002年 の間にスクレ イピーと診断 された山羊2 6検
体について再調査 が行われた 。その結 果、198 7年生まれで1 990年に死亡 した山羊１頭 に、
BSE陽性が確認された。
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１ページおめくりいただきまして、次に「（５）ノルウェー」です。
ノルウ ェー ではEU 規則に 準拠し た国 内法に 基づき 、めん 羊及 び山羊 のTSEサ ーベ イラ
ンスが行 われ ている 。ノル ウェー のめ ん羊及 び山羊 におけ る各 年のTSE サーベ イラ ンス
頭数を表８に示す 。と畜場にお けるサーベイ ランスは、18 か月齢超又は ２本以上の 永久
切歯が生えた動物 を対象に、年 間10,000万頭 程度の抽出検 査を行ってい る。また、 農場
にお いて 死亡 した 18 か月 齢超 又は ２本 以 上の 永久 切歯 が生 え た全 ての 動物 はサ ー ベイ
ランスの対象とな る。なお、TSE 陽性となっ た動物につい て、BSEの判別 検査は実施 され
ていないが、フードチェーンからは除外されている。
TSEサーベイラン スの結果、ノ ルウェーで は2005年から2 013年までに7 2頭の動物に TSE
陽性が確認されている。
以上の説明をま とめますと、資 料４に記載 されている全 ての国でTSE のサーベイラ ンスは
実施されており、TS E陽性動物に ついてBSEの 判別検査を行 っている旨確 認できている 国は、
EU、日本、米国となっております。
なお、評価対象国 であるブラジ ルにおいて もTSEサーベイ ランスを実 施していると の情報
はあるものの、詳細については現在確認中となっており、今回は記載さ れておりま せん。
説明は以上です。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの説明について、御質問や御意見がございましたら、お願い いたします 。
○中村（優）専門 委員

４ペー ジ目の上から ７行目、米国 のサーベイ ランスについ ての記

述ですけれども、 顔の黒いめん 羊という表現 があって、ち ょっと耳な れないような 気がし
ましたので確認さ せてください 。これは、め ん羊の特定の 種をターゲ ットに、サフ ォーク
種とかそういったものを積極的に調べようとか、そういったことなので しょうか。
○大快係員

米国 からの回答に よりますと、特定の品種を 指定してはい ないのですが 、2002

年から2003年にと 畜されためん 羊での研究で 、顔の黒いめ ん羊は、顔 の白いものや まだら
模様のものと比べ て38倍、スク レイピーのpr evalenceが高 いことが示 されておりま して、
めん羊については、黒い顔の動物を主な検査対象としているとされてお ります。
○中村（優）専門委員

ありがとうございました。

ちょっと私、勉 強不足で初耳 だったので。 ただ、アメリ カ以外の国 で、サーベイ ランス
とかの調査対象をこういった形でしている国というのはないのでしょう か。
○大快係員

少な くとも、本評 価の評価対象 国のうち、現 在、事務局 で確認してい る限り

は、ほかにはございません。
○横山専門委員

確かに日本語 に表記したと きになじみの ない言葉で 、ここは少し 表記を

考える必要がある のかなと思い ます。この報 告書を見ると 、確かにbla ck faceとか 、まだ
らのめん羊という ような形で、 今、説明があ ったように顔 の黒い、大 半がサフォー クだと
思いますけれども 、そこでスク レイピーの発 生頻度が高い というよう な基礎データ があり
ました。恐らくそれは、顔 が黒いとか白 いというより も、PrPの遺伝子 型がその品種 の中で
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多い頻度になって いるのだろう なということ は予想できる のですけれ ども、ちょっ と表記
について検討をす る必要があり ますね。表記 方法として、 普通の人が わかりやすい ような
形で書くことが必要と私も思います。
○村上座長

ほかにありますか。どう検討するかは難しいですね。

○横山専門委員

余り細かく、 顔の黒いとか を書く必要が あるかどう かということ も含め

て考えたらいいかと思います。
○村上座長

例え ば発生頻度が 高いと言われ ているとかと いうふうに 、少し科学的 に書い

たほうが。
○横山専門委員

そうですね。 そのほうが確 かに、これま でにアメリ カでやってい るサー

ベイランスの結果 を受けてこう いう調査をし ているのだと いうことが わかるかと思 います。
○村上座長

そのあたりは少し工夫をしていただきたいと思います。

ほかにございませんか。お願いします。
○熊谷委員

文言 なのですけれ ども、４ページの 12行目の段落 なのですが、２行 目に「TSE

陽性が確認されて いるが、これ までに」とつ ながりますと 、2001年以 降なのかなと いうふ
うにもとられかね ないので、
「確認され ている 」ととめて 、その後「2012 年以降これま でに」
としたほうが誤解がないのではないかと思うのですが、いかがですか。
○村上座長

そうですね。そのように修正いたしましょう。

ほかにございませんか。お願いします。
○水澤専門委員

非常に一般的 な質問なので すけれども、今の御説明に よりますと、結局、

古い資料 で調 べた英 国とフ ランス で１件 ずつBS Eが検 出され たとい うこ とでよ ろしい ので
しょうかね。それ で、それはか なり古い、私 も知らなかっ たのですけ れども、2005 年とか
2011年にもう既に 報告されてい る。ところが 、ヨーロッパ でしか見つ かっていない わけで
すけれども、ヨー ロッパの国々 ではTSEからB SEを判別する 検査を行わ ないという、 その辺
の考え方については何か意味があるのかどうかということを教えていた だけますか 。
質問の意味はわ かりますでし ょうか。例え ば８ページあ たりにその データが書い てあり
ます。要するに、山羊にBSE が出たのは２ 件しかないわ けですね。それ が出たのは全 部ヨー
ロッパで、英国と フランスの古 い検体から検 出されたと。 その検出さ れた時期はか なり古
くて、2005年とか2 011年に既に 報告がある。 にもかかわら ず、ヨーロ ッパではその 判別の
検査を行っていないということでいいですか。
○横山専門委員

いえ、ヨーロッパでは判別の検査は導入されています。

○水澤専門委員

されているのですね。これ以降はないということですか。

○横山専門委員

ないです。

○水澤専門委員

わかりました。

○横山専門委員

しかも、その ２頭も、報告 は2005年あた りですが、 実際にはその めん羊

自体はさらにさかのぼった生まれですね。2000年生まれ。
○水澤専門委員

私が今言った年は、論文の年なので、もっとずっと古い検体です ね。
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○横山専門委員

ヨーロッパで は識別のプロ トコールがき っちり決め られていて、 スクレ

イピー型なのか、ま たはBSEに近 いものなのか 、または判定 不能なのかと いうことも含 めて、
最終的には伝達試験まで行って性状を決める方針で検査が行われていま す。
○水澤専門委員
○村上座長

わかりました。ありがとうございました。

ありがとうございます。

ほかにございませんか。
それでは、まず 「Ⅴ．めん羊 及び山羊の感 染状況」の案 でございま すが、牛の評 価以降
にフランス、カナダ、アイ ルランドにお いてBSE感染牛 が認められ ておりますけ れども、評
価対象国において は、飼料規制等 によってBSE の発生は減少 していると 考えてよろし 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。

もう一つは、今 回までに詳細 が得られなか ったブラジル 、それから 、本日の議事 （３）
で本専門調査会で の評価を取り まとめました スイス・リヒ テンシュタ インについて も情報
が得られれば、本 資料に追記し た上で、次回 以降、起草委 員の先生方 において、め ん羊及
び山羊の感染状況 のまとめを検 討いただくこ とにしてはと 思いますが、いかがでしょ うか。
よろしいですか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

さら に、本日の議 事（２）で諮 問がありまし たイタリア についても、 本専門

調査会での評価が 取りまとめら れ、情報が得 られた場合に は、随時追 記していくと いう考
え方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。

ほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、取りまとめをさせていただきたいと思います。
先ほど 中村専 門委 員、熊 谷委員 、水澤 専門委 員から 御質 問や御 意見を 頂戴し ました が、
「Ⅴ．めん羊及び 山羊の感染状 況」について は、次回まで にさらなる 御意見があれ ばお寄
せいただいて、ま た、追加の情 報が得られま したら追記し た上で、起 草委員の先生 方に御
検討いただき、改めて御審議いただくことにしたいと思いますが、よろ しいでしょ うか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

また 、本評価の考 え方に基づい て、次回は評 価書（骨子 案）の、これ は先ほ

どの参考資料４で ございますが、き ょうはⅤ．のところ ですね。次回は「Ⅵ．SRM及 び食肉
処理」を含む評価 書（案）たた き台について も御議論いた だきたいと 思います。起 草委員
の先生方におかれましては、どうぞよろしくお願いいたします。
予定されておりました議事については、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。
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○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。

次回については 、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。
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