食品安全委員会プリオン 専門調査会
第98回会合議事録

１．日時

平成28年２月24日（水）

14:00～15:16

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）牛海綿状脳症（BSE）国内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、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）
佐藤委員長、熊谷委員
（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、大快係員、大西技術参与、小山技術参与

５．配布資料
資料１

BSE国内対策の見直しの評価の考え方

資料２

BSE国内対策の見直し

参考資料１

食品健康影響評価について

骨子案

「牛海綿状脳症（BSE）国内対策の見直しに係る食品健康影響評
価について」
参考資料２

EUにおける牛の特定危険部位の取扱いの一部変更について

参考資料３

日本のBSE検査頭数及び発生状況

参考資料４

日本の検査陽性牛の出生年月日と確認年月

参考資料５

日本における現在及び過去の評価時点の牛の飼養頭数

参考資料６

世界における非定型BSEの発生状況
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参考資料７

欠席の専門委員からの意見等

参考資料８－１

食品健康影響評価について
「イノシシを原料とするたん白質の飼料としての利用について」

参考資料８－２

食品健康影響評価について（回答）
「イノシシを原料とするたん白質の飼料としての利用について」

６．議事内容
○村上座長

少し 早いようです けれども 、おそろいの ようなので 、ただいま から第98回「プ

リオン専門調査会」を開催いたします。
本日は９名の専門委員が御出席でございます。
欠席の専門委員 は、門平専門 委員、筒井専 門委員、堂浦 専門委員、 真鍋専門委員 、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、佐藤委員長、熊谷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 8回プ
リオン専門調査会議事次第」を御覧いただきたいと思います。
それでは、議事に入ります前に、事務局より本日の資料の確認をお願 いいたしま す。
○田中課長補佐

それでは、配付資料の確認をさせていただきます。

本日の配付資料は、議事次第、座席表、専門委員名簿のほかに11点ご ざいます。
資料１、資料２ と参考資料１ ～参考資料８ －２までの11 点を準備い 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 の評価書など 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。
○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」 に基づき必要 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
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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

ありがとうございました。

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「牛海 綿状脳症（ BSE）国内 対策の見直し に係る食品 健康影響評価 につい
て」について厚生労 働省から諮問 内容及び日 本並びに世界 各国における BSE対策の状 況等に
ついて説明が行われ、その後、質疑応答が行われました。
次に事務局から 、日本におけ るBSE対策の 経緯及び過去 の評価につい ての説明が行 われ、
その後、今後の評 価の進め方に ついて審議が 行われました 。審議の結 果、諮問内容 （２）
の「特定危険部位（SRM）の範囲の 見直し」について は、リスク管理機 関における飼 料規制
等に対する影響の 整理を確認し た上で審議す ることとなり 、まずは諮 問内容（１） の「検
査対象月齢の見直しについて」を先行して審議することになりました。
最後に、本 評価の考え 方（案 ）につい て、起 草委員に依頼 するという ことになりま した。
それでは、議事（１）を開始 いたします。今般、厚生労 働省から牛海 綿状脳症（BS E）国
内対策の見直しに ついて、食品 健康影響評価 を依頼されて おります。 まず、前回の 専門調
査会において御質 問または御意 見をいただき ました内容に ついて、事 務局より説明 をお願
いします。
○田中課長補佐

それでは、前 回の専門調査 会において専 門委員の先 生方から御指 示いた

だいた資料の準備 状況について 説明いたしま す。特定危険 部位の範囲 の見直しにつ いては
リスク管理機関に おける飼料規 制等に対する 影響の整理を 確認するこ ととなりまし た。さ
らに輸入牛肉に係 るSRMの範囲へ の影響につ いても御質問 があったとこ ろです。これ らにつ
きましては、２月19日付けで補足資料の提出を厚生労働省へ依頼してい るところで す。
また、永田 専門委員よ り、EUに おいて無視 できるリスク 国のSRMの範 囲が脳と脊髄 とされ
たことについて、 経緯などに関 する御質問が 前回ございま した。こち らにつきまし ては参
考資料２に関係の 資料を準備し ております。

前回の専門 調査会で永 田専門委員か ら、EU

において、無視でき るリスク国の SRMの範囲が 2015年８月５ 日付けで見 直されたこと につい
て、どういうこと でこの決定が なされたのか 、経緯などを 確認したい との御質問が ござい
ました。つきまし ては、参考資 料２といたし まして、資料 を準備して おります。こ ちらは
第94回のプリオン 専門調査会で 準備した資料 の一部を修正 したものと 、後ろについ ており
ます「COMMISSI ON REG ULATION（EU）201 5/1162」、こちらは前 回、厚生 労働省が資料 として
準備したECのレギュレーションになります。
EU に お い て 無 視で き る リ スク 国 の SRM の 見直 し の 経 緯等 に つ い て は、 こ の COMMISSION
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REGULATIONに記載 がされており ます。この概 要を和訳した ものが一番上 の表紙になり ます。
こ の 見 直 し の 経 緯 に つ い て 簡 単 に 申 し 上 げ ま す と 、 EU に お い て は 欧 州 委 員 会 規 則 №
999/2001のTSE規則 に基づいてSR Mの除去であ るとか 、サーベイラ ンス等 、BSE対策が 行われ
ていると。
一方、EUにおい てはTSEロード マップとい うものを策定 いたしまして 、BSE対策の 見直し
を順次行ってきて いるというこ とで、検査対象月齢 、SRMの 範囲なども 見直しを行っ てきて
います。今回 のSRMの範囲 の見直しもこ のロードマッ プにのっと り、さ らに科学的な 知見を
ベースとして見直 されたもので あるというよ うな内容が記 載されてお ります。こち らにつ
いては後ほど、詳細に説明をさせていただきます。
見直しの内容か らになります けれども、１ 枚目の和訳の 資料の（１ ）を御覧いた だけれ
ばと思います。ま ず、こちらに 記載をされて いますとおり 、欧州委員 会規則の付属 書Ⅴに
おいては、OIEのBS Eリスクステ ータスが「管 理された」及 び「不明」 の国由来の牛 につい
ては、①～③の部 分についてSRM として規定 がされている。「①12か月 齢超の頭蓋（ 下顎を
除き脳、眼を含む。）及び脊髄」、「②30か月齢 超の脊柱（ 尾椎、頸椎・胸椎・腰椎の 棘突起
及び横突起並びに 正中仙骨稜・ 仙骨翼を除き 、背根神経節 を含む。）」、「③全月齢の 扁桃並
びに小腸の後部４メートル、盲腸及び腸間膜」がSRMと指定されており ます。
EU加盟国のBSEリ スクステータ スが無視で きるリスク国 についても、もともとこの ①～③
までがSRMの範囲と して規定され ていたとい うことになり ます。ただ、 EU域外のBSE リスク
ステータスが無視 できる国には、上記のこのS RMの規定が適 用されてい なかったとい った状
況です。
１枚めくってい ただきまして 、裏面になり ますけれども 、こちらが 変更の内容に なりま
す。「EUにおける牛 のSRMの一部 変更について 」ということ で、左側が 管理されたリ スクの
国または不明のリスクの国、これはEU加盟国になります。
また、EU域内の 無視できるリ スクの国、一 番下がEU域外 の無視でき るリスクの国 、これ
のEUにおけるそれ ぞれのSRMの範 囲を示した ものというこ とになります 。一番右にOI Eにつ
いて、参考として示しております。
EUについては、 見直された部 分がこの太枠 で囲ってある EU域内の無 視できるリス クの国
ということで、こ れが2015年８ 月５日の改正 で30か月齢超 の脊柱また は全月齢の扁 桃並び
に小腸の後部４メ ートル、盲腸 及び腸間膜、 こちらが無視 できるリス ク国のSRMから 外れ、
12か月齢超の頭蓋 及び脊髄 、こちらが 引き続き 、SRMとして 設定される という見直し が行わ
れたということとなっております。
このSRMの範囲の 見直しはどの ような経緯 や考え方で行 われたかとい うことについ ては、
次のページになり ますけれども 、英語の資料 で恐縮ですが 、こちらに 沿って説明を させて
いただければと思 います。こ ちらはECのCO MMISSION REGULATIO Nになります 。ここで 経緯等
を記載さ れて おりま すけれ ども 、（１ ）にお きま して、 №999/200 1、TSE 規則が 動物 のTSE
の防疫、管理、撲 滅のための規 則について規 定されている ということ などが記載さ れてお
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ります。
（２）について は先ほどの付 属書Ⅴのポイ ント１におい て、管理さ れたリスク国 や不明
なリスク国のSRMの 範囲を規定し ているとい うことや、ポ イント２にお いて、SRMの リスク
はEU域内の無視で きるリスク国 にも適用され るということ 。ただ、第 三国の無視で きるリ
スク国には、このSRMの適用が規定されないことなどが記載されており ます。
その結果、無視できるE U加盟国はSRM の除去を廃棄 している一 方で、E U域内の無視 できる
リスク国の第三国 から、such ti ssuesとあり ますけれども 、そのよう な部位の輸入 がされ
ているということが記載されております。
（３）におきま しては、OIEに おいてはBSE リスクステー タスが管理 された及び不 明の国
由来の牛のSRMにつ いてのみ、貿 易からの除外 を勧告してい るというこ とが記載され ており
ます。
（４）について ですが、ここ でthe Commis sion Strateg y Paper on TSE for 2010 -2015
という記載がござ いますけれど も、これがい わゆるTSEロー ドマップと いうものにな ります。
これはEUで2005年 と2010年の２ 回に公表され ております。 ここに記載 されているの は2010
年に公表されたTSEのロードマップの２というものになります。
2005年の最初のT SEロードマッ プでは、EUに おけるBSE対 策の効果でBS Eの陽性牛の 頭数が
減少していること などを踏まえ まして、SRMの 範囲や飼料規 制等について 、短期・中期 は2005
年～2009年になり ますけれども 、長期は2009 年～2014年に 区分して、 将来実施する 施策の
選択肢を示したと いうものにな ってきます 。このロ ードマップを 踏まえまして 、SRM の範囲
については短期・ 中期の間に当 時12か月齢超 であった牛の 脊柱が24か 月、さらに30 か月齢
超に引き上げるなどの見直しが行われてきたところであります。
ここに記載され ている2010年 のTSEロード マップ２では 、2005年公表 のTSEロード マップ
の主要成果と、長 期、2009年～2 015年におい て実施する施 策について 示されている という
ものになります 。TSEロー ドマップ２に おいてもSRM の範囲につい てもSRMの除 去により 、現
在の消費者の保護 水準を維持し つつ、新たな 科学的知見に 基づきSRMの 範囲や月齢を 見直す
こととされております。
ここの（４ ）に記載さ れているのは 、このTSE ロードマップ ２において 、EU加盟国 で無視
できるリスクの国 が増えた場合 に、無視でき るリスクのSRM 除去に関す る規則につい てレビ
ューを行う可能性を考えていたというような記載がされております。
一方で（５）になりまし て、現在無視でき るリスク国でS RMとして規 定されている 全ての
牛の部位 をフ ードチ ェーン で用い るとい うこ とは非 定型BSE とリン クし た科学 的な不 確実
性から時期尚早 、prematu reという言い 方をしており ますけれど も、そ ういったもの である
と考えられるとしております。
（６）以降になりますけれども、これがEFSAの科学的知見について記 載しており ます。
（６）は2011年 、EFSAとEurop ean Centre for Dis ease Preventi on and Control（ ECDC）
という機関が、動 物のTSEと人の TSEの関連に ついてのジョ イントオピ ニオンという ものを
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公表して おり ます。 このジ ョイ ントオ ピニオ ンの中 でEFSA とECDC は牛に おけ る非定 型BSE
の存在を確認し 、定型BSE とＬ型非定型 BSE、Ｈ型非定型BSE を区別して いることが記 載され
ているということです。
（ ７ ） に つ き ま し て は 、 こ の ジ ョ イ ン ト オ ピ ニ オ ン に お い て は Ｌ 型 の 非 定 型 BSE は
potential to be z oonotic agen tという記載 があるという ことです。 一方、Ｈ型の 非定型
BSEについてはそのような証拠が存在しないという記載がなされている ということで す。
このジョイント オピニオンで は、Ｈ型非定 型BSEとＬ型 非定型BSE、 これは高齢で 確認さ
れるということで 、有病 率が明らかに 低いことから 、これ らは非定型BS Eについてはa nimal
feeding prac ticesとあり ますけれども 、飼料 の規制とは無 関係に孤発 性に発生する ことが
記載されていると いうことです 。BSEサ ーベイランス システムに おいては 、近年非常 に低い
有病率と、比較的コ ンスタントな レベルで非 定型BSEが発生 しているこ とが示されて いると
いうことです。
（８）において は、2011年にE FSAが公表し たScientific Opinionに ついても言及 がござ
います。このオピ ニオンではtot al inf ectivity amount、B SEの臨床症 状牛における トータ
ルの感染量の90％ が中枢及び末 梢神経系に感 染していると いうことが 示されている とされ
ております。具体 的には、総感 染量の65％が 脳に、26％が 脊髄に関係 しているとい うこと
が示されております。
ここで机上の緑 色のファイル を御覧いただ ければと思う のですけれ ども、こちら の根拠
とな り まし たEFS AのSc ientific Opinio nを 準 備し て おり ま す。 こ ちら の２ の2 5ペ ー ジの
Table3にその根拠 となりましたE FSAのまとめ たデータが記 載されてお ります。これ はこれ
まで公表されたデ ータなどをも とにEFSAが整 理したものに なるという ことですけれ ども、
このTable3でInfec tivity in a Clinic al Case of BSEとい うことでブ レインとスパ イナル
コード、その他の 背根神経節等 の感染性のト ータル量とい うものが示 されていると いうも
のになります。こ この（８）で は、この表の 部分を抜粋し ているとい うことになる かと思
います。
もとの資料に戻 っていただき まして、
（９）になりま す。EFSAが2014 年に科学的文 書を公
表しております。 これは非定型 の感染性分布 に関する、さ らなる調査 のためのプロ トコル
というものを公表 したというこ とです。この 科学的レポー トによると、定型BSEが非定 型BSE
と同じ体内分布を 共有しており 、感染性のプ リオンまたは 感染性につ いては中枢神 経及び
末梢神経系に検出されるということが示されていると記載がされており ます。
こちらのレポー トについても 緑色のファイ ルに準備して おりまして 、３番の資料 を御覧
いただければと思 います。これが 2014年にEFS Aが公表した 非定型BSEの 感染性の分布 に関す
るプロトコルとい うものになり ます。こちら の結論の部分 に同様の記 載が示されて おりま
す。
32ページになり ますけれども 、ここにCONC LUSIONS AND RECOMMENDAT IONSというこ とで、
CONCLUSIONSが記載 されておりま す。抜粋して説 明いたします と、１ポツ目につ いては、非
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定型の有病率や地 理的分布に関 するデータは 十分ではない というよう な記載もござ います。
４ポツ目におい ても、非定型BS Eの感染性の 分布というも のの情報が 現在不足して いると
いうことは記載がされているところです。
６ポツ目のとこ ろで、非定型の ＬのＨのBSE について中枢 神経系など から検出が報 告され
ているということ が記載されて いまして、そ の後でAll of t hese t issues are al so pos itive
in C-BSEというような記載があるところでございます。
また戻っていた だきまして、（ 10）になり ます。ここでF or all thos e reasonsと いうこ
とで、EUはこれら の理由によっ て無視できる リスク国にお ける12か月 齢超の牛の脳 及び脊
髄、これはSR Mに残し 、非定型に 関するさらな る知見を待つ こととなっ たというよう な記載
がされおります。
簡単で恐縮です けれども、以上 がEUにおけ る今般の無視 できるリスク 国のSRMの範 囲の見
直しの経緯及び考え方になります。
以上になります。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの説明 に対し御質問 、御意見がご ざいましたら 、お願いい たします。い かがで
しょうか。
永田先生、よろしいでしょうか。
○永田専門委員

１ つ だ け 。 こ ち ら の 資 料 の 先 ほ ど 教え て い た だ い た ２ の 25 ペ ー ジ の

Table3ですが、先 ほどの管理さ れたリスクま たは不明なリ スクのとこ ろは、この分 布に従
って、改正後も改 正前も例えばT rigeminal g angliaとか、 こういうの は入れている という
ことなのですか 。無視でき るリスクに関 しては全体に どれも少ない だろうし 、ただ、6 5％、
26％は多いから残しておこうかなと、そういう感じですか。
○田中課長補佐

今回見直され たのは無視で きるリスク国 になります ので、ここで6 5％と

26％という数字を 挙げていると いうことは、 恐らく先生の おっしゃる ような考えな のかな
とは思います。
○永田専門委員
○村上座長

わかりました。ありがとうございます。

お願いします。

○横山専門委員

無視できるリ スク国に関し ては、基本的 にSRMを指定 する必要がな いとい

うスタンスと理解 したらいいの ではないでし ょうか。説明 がなかった （11）のとこ ろに、
交差汚染を防止す ることができ ないため、域 外のものにつ いては頭蓋を SRMと指定す るとい
うような 説明 がある ので、 基本的 にはEU 域内 でも域 外でも 無視で きるリ スク の国は 、SRM
をマイナスと基本的には考えているという理解ではないでしょうか。
○村上座長

お願いします。

○山本専門委員

基本的には 、横山先 生のおっしゃ るとおりです 。OIE のルールにも ヨーロ

ッパはやはり従っ ていますので、無視できる リスク国でのS RM指定は必 要ないという 立場を
とっていると思う のですけれど も、域内での 流通の中にま だ管理され たリスク国み たいな
7

ところが残ってい るということ もあって、そ れも含めて慎 重な態度を とっていると いうと
ころではないかと思います。
○村上座長

その理解で御了解いただけますか。ありがとうございます。

EFSAの見直しも 含めて、今後 の評価のため でもございま すので、収 集しておくべ き情報
あるいは整理して おかなければ いけない事項 等がございま したら、提 案いただけれ ばと思
いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、ほか にございませ んでしたら、 審議を進めさ せていただ きます。ただ いまの
議論にもありまし たけれども、 事務局におい ても、今後、 評価の中で 関連する知見 など、
関連情報があれば審議の参考として準備していただければと思います。
それでは、審 議を続けて まいります 。前回の審 議において 、プリオン 専門調査会と して、
まずは諮問内容（ １）の「検査 対象月齢の見 直しについて 」を先行し て審議すると いうこ
とになりました。 今回、起草委 員の先生方に 本評価の考え 方及び骨子 案について整 理いた
だきましたので、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。 起草委員の 先生方に整理 いただ

きました本評価の 考え方及び骨 子案について 、資料１、資 料２につい て説明をさせ ていた
だきます。
まず、資料１を御覧ください。一番上の部分になります。
評価に当たり、 諮問事項の（ ２）SRMの範 囲については 、飼料規制等 を含めたBSE 対策全
般への影響につい て確認が必要 と判断し、今 後のリスク管 理機関にお ける整理を踏 まえ、
検討することとし た。このため 、本評価書に おいては、諮 問事項の（ １）検査対象 月齢に
ついて、現在 、と畜 場において実 施されてい る食用にと畜 される48か月 齢超の健康牛 のBSE
検査を廃止した場合のリスク評価について、先行して検討することとし た。
「１．検査対象 月齢の見直し に係る食品安 全委員会にお ける過去の 評価」につい て記載
がされております。
９行目からにな りますが、BSE対策 の見直しに 係る食品健康 影響評価②（以下「201 3年５
月評価書」という ）において、 飼料規制の有 効性の確認に 必要な検証 期間及び日本 におけ
る牛由来の牛肉及 び内臓（特定危険部 位以外 ）の摂取に由 来するBSEプ リオンによる 人での
vCJD発症の可能性について検討を行い、以下のとおり評価した。
その下に、食品健康影響評価の抜粋について記載がされております。
１ポツ、日本に おける有病率 の推定及び将 来の発生予測 に関する論 文によると、2 001年
の飼料規制等のBSE 対策が有効に 機能した場 合、2009～201 5年にはBSE の検出頭数は ほぼゼ
ロとなり、以 降、日 本において飼 料を介してB SEが発生する 可能性は極 めて低くなる と推定
されている。
２ポツ、日本に おいては、牛 由来の牛肉及 び内臓（特定 危険部位以 外）の摂取に 由来す
るBSEプリオンによる人でのvCJD発症の可能性は極めて低いと考える。
３ポツ、EUにお けるBSE発生の 実績を踏ま えると、BSE感 染牛は満11 歳になるまで ほとん
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ど（約97 ％） が検出 される と推定 される こと から、 出生年 月で見 たBSE の最終 発生か ら11
年以上発生が確認 されなければ 、飼料規 制等のBSE対策 が継続され ている中では 、今後 、BSE
が発生する可能性はほとんどないのと考えられる。
しかしながら、 出生後の経過 年数が11年未 満の出生コホ ートにおい て仮に感染が あった
場合には、発生の 確認に十分な 期間が経過し ていないもの と考えられ る。このため 、当面
の間、検証を 継続するこ ととし、より長期に わたる発生状 況に関するデ ータ及びBSE に関す
る新たな科学的知 見の蓄積を踏 まえて、検査 対象月齢のさ らなる引き 上げ等を検討 するの
が適当であると判断した。
次に「２．評価 の基本的な考 え方」になり ます。厚生労 働省からの 諮問事項及び 食品安
全委員会における 過去の評価を 踏まえ、食品 安全委員会プ リオン専門 調査会は、本 評価の
考え方について以 下のとおり検 討を行った。 本評価におい ては、今後 、日本におい て定型
BSEが発生する可能 性が極めて低 い水準に達 しているか否 かを以下につ いて、それぞ れ検討
する。
「（１）最終発生の牛の出生年月（2002年１月）より後に出生した牛 について」。
2013年 ５月評 価書に おけ る発生 予測及 び11年 未満 の出生 コホー トのBS E検査 による 検証
を踏まえ、出 生年月で見 たBSEの最終発 生から11年以 上発生が確 認されなけれ ば、飼 料規制
等のBSE対策が継続 されている中 では、今後 、BSEが発生す る可能性は ほとんどない ものと
した2013年５月評価書における評価について再確認する。
「（２）最終発生の牛の出生年月（2002年１月）以前に出生した牛に ついて」。
2013年 ５月評 価書に おけ る評価 以降の 日本に おけ るBSEサ ーベイ ラン ス及び 発生状 況等
を確認する。
こちらの関連の 資料といたし まして、参考 資料３、４、 ５を準備し ておりますの で、そ
ちらを御準備いただければと思います。
まず、参考資料 ３になります 。こちらが「 日本の各年度 のBSEの検査 頭数並びにBS E陽性
数及び確認時の月 齢」になりま す。一番左が 年度、検査頭 数につきま しては、と畜 牛と死
亡牛ごとに検査頭 数の数値が記 載されており ます。BSE検査 陽性数が検 査頭数の右に ござい
ます。こちらの「*１」の部分にな ります。この数と 括弧がござい ますけれども、括 弧はと
畜場で確認された 頭数というこ とで、これは 合計で21例、 2001年９月 に千葉県で確 認され
た１例目 、死 亡牛等 の検査 で確認 された 14例 を含め 、国内 では、 これま でに 計36頭 がBSE
感染牛として確認されているということでございます。
さらに確認時の 月齢分布につ いて、こちら の５つの月齢 分布につい て記載をして いると
ころです。21～30 で２頭、こち らはいずれも と畜場で確認 をされた頭 数、31～48で １頭、
49～72で15頭、73 超で18頭の検 査陽性牛が確 認されている 。このよう な月齢分布に なって
おります。なお 、これま での検査頭数 につきまして は、と畜場 では約1,500 万頭、死 亡牛に
つきましては、約100万頭の検査が2001年以降行われていることとなっ ております。
次に参考資料４ を御覧くださ い。こちらは ただいま説明 しました発 生状況につい て、グ
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ラフとして示して いるものにな ります。これ は過去の評価 書において も用いていた グラフ
の様式で当てはめ ているものに なります 。縦が確認 時の月齢とい うことで 、０～192 まで記
載がされておりま す。横軸が確 認年月と出生 年月というこ とになりま す。赤い点が グラフ
上にあるかと思い ますけれども 、これ がBSEの陽性牛 ということ になります 。点が確 認され
た年月とそのとき の月齢でプロ ットされてお ります。斜線 は牛の成長を 示しておりま して、
点から斜線を左下 にたどります と、横軸と交 わった点がそ の牛の出生 年月を示すと いう図
になります。
2001年10月に、 我が国におい ては飼料規制 の強化、肉骨 粉の使用を 法的に禁止と いった
規制が強化された ところではご ざいますけれ ども、こちら 以降、斜め 線で色がつい ている
部分が飼料規制を強化した後の出生コホートというものを指しているこ とになりま す。
こういった中で 前回の見直し というものが 2013年５月に 右側のほう に１本、縦に 線がご
ざいますが、この 時点で前回評 価が行われた ということで ございます 。先ほど過去 の評価
の説明にもありま したように 、出生年 月で見たBSEの 最終発生 、日本で は2002年１月 からで
すけれども、そこから11 年間発生が確 認されなけれ ば、飼 料規制等のBS Eの対策が継 続され
ている中 では 、今後 、BSEが 発生す る可 能性は ほとん ど考え られな いと いう評 価をこ この
2013年５月の時点でしているということになります。
しかしながら、 出生後の経過 年数が11年未 満の出生コホ ートについ ては、発生の 確認に
十分な期間が経過 していないと いうことで、 当面の間、検 証を継続す るということ になっ
ておりまして、そ の後の検証期 間が２年と少 しになります けれども、 上に記載がさ れてお
りまして、現時点 では諮問時点 ということで 2015年末とい うことにな っております 。こち
らがいわゆる（１）に示した2 002年１月以 降生まれの牛 、
（１）の部分ですね。こち らの牛
の状況ということになってまいります。
一方、
（２ ）につきまし ては、200 2年１月以前 に生まれた牛 につきまして は、最終 発生の
牛の出生年月以前 の牛について は、この表に ついては右上 の部分に三 角があるかと 思いま
すけれども、こち らの部分がい わゆる2002年 １月以前に生 まれた牛で まだ生残して いる牛
ということになり ます。この飼 料規制前の牛 がまだと畜さ れているの かという御質 問を前
回、専門委員の先 生からいただ いたところで すけれども、 既に2002年 １月から14年 が経過
しているというこ とですけれど も、2002年１ 月以前に生ま れた牛はま だ生残してい るとい
う状況です。
この詳細な内訳 というものが 参考資料５に 準備をしてお ります。参 考資料５の表 １を御
覧いただければと 思います 。表１「日本にお ける現在及び 過去の評価時 点の牛の飼養 頭数」
ということで、家 畜改良センタ ーの牛個体識 別全国データ ベースから 作成したもの になり
ます。左側が2015 年12月末現在 の飼養頭数で 、右側が過去 の評価地点 、2015年５月 末時点
の飼養頭数というものになります。
飼養頭数全体と 、さらに点線 の中で最終発 生の牛の出生 年、これは 「*5」になり ますけ
れども、2002年１ 月以前に出生 した牛につい て、それぞれ 何頭いたか という頭数に ついて
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記載をしておりま す。過去の201 3年５月末時 点では、最終 発生の牛の 出生年月以前 に出生
した牛は９万2,463 頭となってお ります。現在、2015年 12月末時点 では、同じ最終発 生の牛
の出生年月以前に出生した牛は２万9,916頭となっております。
これについて 、牛の種 類ごとにも頭 数を算出して おります 。乳用種 、肉専用 種、交 雑種、
その他ということ で、乳用種が1 ,848頭、肉 用種＋交雑種 が２万7,978 頭ということ で、そ
の他というのは品種が不明というものになりますけれども、この頭数と いうことで す。
さらに細かく牛 の種類を分け たものにつき まして、表２ にお示しし ております。 こちら
は乳用種や肉専用 種について、 それぞれさら に細かい種類 ごとに、デ ータベースに 登録さ
れている種類ごと に頭数を記載 しております 。さらに雄雌 の頭数も出 しております 。上が
現在、2015年12月末時点のデータということになります。
乳用種につきま しては 、先ほど全体 で1,848頭と申 し上げまし たけれども 、その中 で内訳
としましては 、ホルスタ イン種が1,805 頭と最も多い 頭数となっ ております 。雌雄の 内訳と
しましては、雌が1, 728頭で雄が7 7頭といった 状況となって おります。交 雑種につきま して、
肉専用種と乳用種 をかけ合わせ たものにつき ましてもトー タルで310頭 、雌が214頭 、雄が
96頭といった状況です。
肉専用種につき ましては、黒 毛和種等々さ まざまな種類 がございま すけれども、 この中
で最も多いのが黒 毛和種という ことになりま す。合 計としまして 、２万 6,225頭とい うこと
で、雌雄につきましては雌が２万5,999頭、雄が226頭といった頭数とな っておりま す。
2013年５月時点 の頭数につい ても下に記載 がございます 。乳用種に ついては、過 去は１
万523頭、やはりホ ルスタインが 最も多く１万 340頭いたと いう状況。肉 専用種は８万 頭で、
黒毛和種が７万7,9 27頭という状 況で、雌の ほうが７万7,5 33頭と多い といった状況 となっ
ております。こち らが最終発生 の牛の出生以 前に、2002年 １月以前に 生まれた牛の 内訳の
詳細ということになります。
○村上座長

ありがとうございました。

ここまでの内容 で、特に参考 資料３、４及 び５について 御質問があ りましたら、 お願い
いたします。資料１についてももちろん結構でございますが、お願いい たします。
よろしいでしょうか。
それでは、続いて御説明をお願いいたします。
○田中課長補佐

資料１に戻っ ていただきま して、裏面の 16行目以下 になります。 なお以

下になりますけれ ども、前回、専 門調査会に おいても御指 摘のありまし た非定型BSE に関す
る事項について、こちらに記載がされております。
なお、 非定 型BSEに ついて は、BS E対策 の見直 しに 係る食 品健康 影響評 価（ 以下、「2012
年10月評価書」という。）において 、発生原因の 詳細は不明で あるが、報告されてい る発生
状況からは、孤発性 である可能性 を踏まえて 評価を行うこ とが適切であ ると判断して いる。
また、ほとんどの非定 型BSEは、８歳を超 える牛で確認 されており、高 齢の牛でまれ に発生
するものと考えら れるとしてい る。本評価に おいては、20 12年10月評 価書における 評価以
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降の発生状況等を確認する。
ここで参考資料 ６を御覧くだ さい。非定型 の発生状況に ついて、現 時点で収集で きたデ
ータについてまと めております 。 横 紙の参考資料 ６になります 。こち らはEUにおけ るBSE
の検査頭 数と 非定型 の確認 頭数 につい て、EU が毎年 公表 してい るTSE レポー ト2001 ～2013
年までのデータを 記載しており ます。2014年 以降のTSEレポ ートはまだ 公表されてお りませ
んので、非定型の陽性 数のみ、OIEで報告 されている頭 数を記載し ております。表裏 がござ
います。
上の表がEUの28 カ国及びノル ウェー、スイ スのデータを 示しており ます。また、 参考と
して、下に日本、 アメリカ、カ ナダ、ブラジ ルの記載をし ております 。EUの28カ国 におい
て非定型BSEの陽性 数につきまし ては、2001 年からずっと2 013年までご ざいますけれ ども、
2001年はノルウェ ー、スイスも 入れて陽性数 はＨが２頭、 2002年はＨ が３でＬが５ 、2003
年はＨが３でＬが ３、2004年は Ｈが２でＬが ４、2005年は Ｈが１でＬ が３、2006年 はＨが
２でＬが３、2007 年はＨが２で Ｌが６、2008 年はＨが２で Ｌが３、200 9年はＨが４ でＬが
３、2010年はＨが ４でＬが４、2 011年はＨが ５でＬが３、 2012年はＨ が２でＬが７ 、2013
年はＨが４でＬが １、さらに201 4年につきま しては、Ｈが ２でＬ５が 、2015年はＨ が３で
Ｌが０ということ で、合計いた しますとＨと Ｌについては それぞれ41 と49といった 非定型
が現在、EUにおいて報告されているという状況でございます。
ただ、現在、EU におきまして は、2003～20 09年までの全 ての陽性牛 について、さ かのぼ
り検査によって、そのB SEの型別につ いての判別 を今、行っている ということで す。ですの
で、この結果 が明らかに なれば、EUにおける 非定型BSEの頭 数は変わる 可能性がある という
ことでございます ので、現在こ ちらにお示し をしている資 料について は暫定版とい うこと
になります。
EUにお ける さかの ぼりの 検査の 結果 も加わ ったTSE レポ ート2014 につ いては 近いう ちに
公表されると聞い ておりますの で、それらの データが加わ りましたら 、この表につ いては
精査の後、お示しをさせていただければと考えております。
資料１に戻って いただきまし て、23行目の 最後の２行に なります。 以上を踏まえ 、と畜
場におけ る健 康と畜 牛のBSE 検査 を廃止 した場 合の人 のvCJD 発症の 可能 性につ いて総 合的
に評価を行うとされております。
資料については以上になります。
○村上座長

ありがとうございました。

この件につきま して、起草委 員からの補足 の説明などは ございまし ょうか。山本 先生、
よろしいですか。
○山本専門委員

今、御説明の あったとおり なのですけれ ども、飼料 規制以降につ いては

確認を続けなけれ ばいけないと いうことで、 若干検証時期 をもって延 ばすという形 にしま
した。2002年１月 以前の出生牛 については、 その中で発生 しないとい う評価はして いない
です。発生する可 能性はあるけ れども、その 確率的な問題 とか、ほか の要因を考え たら、
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大分低いだろうと 。SRMの 除去と48か月 ということで 、しば らくは検査 を続けるとい うこと
で安全性の確保という形にしたと考えてみました。
○村上座長

ありがとうございます。

ただいまの説明につきまして、御質問、御意見がございましたら、お 願いいたし ます。
○永田専門委員

今の直接の話 ではなくて、 説明があった ので質問だ けですけれど も、非

定型のほうのBSEの ほうで 、これは前も 議題になった のかもしれ ませんが 、これは確 かに頭
数全体の総数が多 いからという 理由もあるか もしれません が、どうし てフランスだ け陽性
が多いのでしょうか。これは間違えて非定型にしているとか、そういう ことでしょ うか。
○村上座長

フランスですね。どなたか起草委員の先生、お願いいたします。

○山本専門委員

横山先生に聞 いたほうがい いのかもしれ ませんけれ ども、恐らく フラン

スはあのころから ちゃんと非定 型の検査をし っかりやって いたので、 見つかってき ている
のだと確認しております。
○横山専門委員

私も同意見で す。BSEの分類 も含めて非常 に精力的に 研究も進めら れてき

たという経緯もあ り、それがサー ベイランス 結果にそのま ま反映されて いるかと思い ます。
○永田専門委員

では、むしろ ほかの国のデ ータのほうが ちょっと疑 問があるとい うこと

なのですか。
○姫田事務局長

まず、フラン スについて過 去にさかのぼ って全部の 検体を調べて 、それ

で既に非定型がわ かる前のもの も全部含めて 確認して、そ れで定型か 非定型か、Ｈ 型、Ｌ
型というのを分類 したと聞いて います。あわ せて、EUは先 ほど田中の ほうから説明 があっ
たように、EU全体 でその作業を しているのが 2014で間もな く公表にな るのではない かと思
われるものです。 ですから、フ ランスは多分 わかるものを 全部調べた ということで 、そう
いうことになっていると思います。
○村上座長

お願いします。

○熊谷委員

今の 件で、この表 の見方ですけ れども、この 検査頭数と いうのは非定 型のた

めの検査ではないのが大部分です。ですから、母数ではないというふう に見るべき です。
○横山専門委員

今、熊谷先生 がおっしゃっ たとおり、年 齢のファク ターがここに は入っ

ていないので、一概に頭数だけで、という比較は難しいのかもしれませ ん。
○村上座長

ほかにございませんか。お願いします。

○水澤専門委員

この問題は余 り議論しても しようがない かもしれま せんけれども 、全体

で見ると欧州と日 本と、私は日 本のことが気 になるので比 較してみた のですけれど も、大
体合って いる のかな と思い ます。 欧州 の１億1, 000万 頭の中 で30～ 40と いうの と、日 本は
1,400万頭くらいで ２件というこ とで私はそ のように理解 をしたのです けれども、頻 度的に
はそれでいいのでしょうか。
○村上座長

その 辺は母集団が 一致している かどうかとい うことが問 題になると思 います

けれども。
○水澤専 門委 員

つ いでな ので確 認とい うか 教えて ほしい のです けれど も、 非定型 のBSE
13

の例えば感染性と か、もうちょ っとざっくば らんな言葉で 言うと、毒 性というか、 そうい
ったものについて の研究は少し は進んでいる のでしょうか 。これは普 通の感染性の ものと
ほとんど同じということでいいのでしょうか。
○村上座長

横山先生、お願いします。

○横山専門委員

実験的に注射 で動物に接種 した場合には 伝達が成立 していますけ れども、

経口感染は非常に 従来型のもの に比べて効率 が悪い、また はしにくい 。キツネザル が経口
感染したというよ うな例しか今 のところはあ りませんので 、実際の肉 骨粉としてど うなる
かということでは 、まだ正確な 病原性に関す る証拠は不足 していると いうよりも、 知見が
乏しいというのが現状です。
○水澤専門委員

簡単に言うと 、感染力は弱 いような印象 があるとい うことですね 。その

点は孤発性と考え られるかとい う議論があり ますけれども 、人の場合 などの孤発性 と似て
いますでしょうか 。人の変異型 ヤコブ病は経 口感染するよ うになった ので、大問題 になっ
たわけです。普通 の孤発性ヤコ ブ病は経口感 染しませんの で、それま では余り問題 になら
なかったわけであ りまして、な ぜ経口感染す るようになっ たのか。な ぜそういうプ リオン
ができたのかとい う研究は非常 に重要だと思 います。そう いうことに この問題が関 係して
いるかと思っているものですから質問をさせていただきました。ありが とうござい 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でしょうか。
○田中課長補佐

座長、すみま せん。骨子案 の説明をして いなかった ので、よろし いでし

ょうか。
本評価の考え方 と同時に骨子 案についても 資料２として 準備をして おります。こ ちらは
基本的に本評価の 考え方を踏ま え、こういっ た形での整理 をしていく 骨子というこ とで示
されているもので ございます。
「Ｉ．背景」、こちらに今回 、資料１ として準備 している「Ⅱ．
本評価の考え方」、
「Ⅲ ．BSEの現 状」、
「 Ⅳ．日 本におけるBSE サーベイラ ンス及び発生 状況」、
「Ⅴ．非定型BS Eについて」、
「Ⅵ．食品健康影響 評価」とい う形で記載 をされている ところ
です。
説明は以上です。
○村上座長

ありがとうございます。

ただいまの事務 局からの説明 にありますと おり、資料２ にございま す骨子案、こ れから
御審議いただくわ けですが、こ ういった骨子 でよろしいか どうかとい うことで、そ の前提
として先ほど事務局から説明していただきました。
審議いた だく 要点と して、 まず、 評価 の基本 的考え 方とし て、 日本に おいて 定型BS Eが
発生する可能性が 極めて低い水 準に達してい るか否かを検 討するとし 、前回評価に おきま
して最終発生の牛 の出生年月、2 002年１月よ り後に生まれ た牛と、そ れ以前に生ま れた牛
と分けて考えると いうことでよ ろしいかどう かということ ですが、こ の点につきま しては
いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
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２番目として、 最終発生の牛 の出生年月、 つまり2002年 １月より後 に生まれた牛 につい
ては、2013年５月評 価書における 発生予測及 び11年未満の 出生コホート のBSE検査に おける
検証を踏まえ 、出生年月 でみたBSEの最 終発生から11 年以上発生 が確認されな ければ 、飼料
規制等のBSE対策が 継続されてい る中では、 今後BSEが発生 する可能性 はほとんどな いもの
とした2013年５月 評価書におけ る評価につい て再確認する という方針 でよろしいで しょう
か。ありがとうございます。
３番目としまし て、最終 発生の出生年 月、2002 年１月以前に 生まれた牛に ついては 、2013
年５月評 価書 におけ る評価 以降の 日本に おけ るBSEサ ーベイ ランス 及び 発生状 況等を 確認
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。
４番目としまし て、先 ほど御議論い ただきました 非定型BSEで す。201 2年10月評価 書にお
ける評価以降の発 生状況等を確 認するという ことでよろし いでしょう か。これは201 2年10
月評価書で議論し て評価をして いただいてお ります。その 後の発生状 況等を確認す 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。
最後に、資料１ の最後のとこ ろになります が、以上を踏 まえて総合 的に評価する という
ことでよろしいでしょうか。
資料２に戻って いただきまし て、余り御覧 いただく時間 がなかったか もしれません ので、
ゆっくり見ていた だければ結構 ですが、資料 ２の骨子案に 従って評価 を進めていく という
ふうに考えてございますが、いかがでしょうか。
骨子案に限らず 、御質問、御 意見がござい ましたら、も ちろん述べ ていただいて 結構で
ございます。よろしくお願いいたします。
引き続き御審議 いただきたい と思いますけ れども、本日 は欠席の先 生から資料に ついて
御意見をいただいておりますので、事務局より読み上げをお願いいしま す。
○大快係員

参考 資料７を御用 意ください。 欠席の専門委 員からの意 見といたしま して、

本日御欠席の堂浦 専門委員より 意見をいただ いております 。読み上げさ せていただき ます。
「本評価の考え 方については 、方針として は良いと考え ます。ただ し、2013年５ 月評価
書から引用されて いる『出生年月 でみたBSEの 最終発生から 11年以上発 生が確認され なけれ
ば、飼料規制等のBSE対 策が継続され ている中で は、今後、BSE が発生 する可能性は ほとん
どないものと考えられる。』といった記載について、２点意見がござい ます。
まず１点目は 、細かいこ とですが、
『BSE感染牛 は満11歳にな るまでにほと んど（約9 7％）』
とされる根拠とな るBSE発生デー タです。
『BSE発生の 実績』が臨床症状 牛だけをカウ ントし
ているのか、健康 牛（と畜時に プリオンを検 出した）も含 めてカウン トしているか によっ
て、この文章の正確性に違いが生じて来ないのかという懸念です。
２点目は、プリ オン病の感染 から発症まで の潜伏期間は 正規分布で はなく右側に すそ野
が広い（尾を引く ）分布となり ますので、97 ％からもれる 臨床症状牛 についてはか なり高
齢で検出される可 能性もあり、 ３％について どのように考 えるかとい うことについ ては検
討の必要があると 考えます。実 際に日本にお ける発生を見 ても、185か 月齢での定型 BSEの
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発生例もあり、こ のような外れ 値を考慮に入 れた上で、世 界における1 1歳以上での 検出数
や最高齢でどのく らいの牛で検 出されている のかについて もデータが 入手できるの であれ
ば確認する必要があるのではないでしょうか。」といった意見をいただ いております 。
以上です。
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、ただいまの堂浦先生からの御意見を含めて御議論いただき たいと思い ます。
まず、事務 局から 、第１点目の BSE発生デー タがどのよう なデータか 御確認をお願 いいた
します。
○田中課長補佐

こちらの97％ の根拠につき ましては、20 13年10月の 評価書に記載 がござ

います。見ていた だいたほうが よいかと思う のですけれど も、「過去の 評価（参考）」とい
うファイルがござ います。こちら の８番の部 分の15ページ になります。５といたしま して、
評価手法を具体化 するための検 討事項という 部分になりま す。前回評 価でこういっ た形で
記載されておりま すけれども、
（１）飼料 規制の有効性 の確認に必 要な検証期間、経 過年数
ということで、もとになったデータについて記載がされております。
①、この場合には、さき に述べた飼料 規制の有効性 の確認に必要 な期間につい ては、BSE
感染牛の95％以上 を摘発するた めに必要な期 間と考え、実 際にBSE感染 牛を摘発した データ
が豊富に そろ ってい るEU及 びフラ ンスに おい て推定 したBSE 感染牛 の摘 発年齢 並びに 日本
におけると畜時の 月齢をもとに 検証したとご ざいます。以 下に①、② 、③というこ とで、
その詳細が示されております。
①といたしまし て、EUにおける 感染牛の摘 発年齢分布に 基づくBSE感 染牛の摘発年 齢の推
定ということで、こ ちらは2001～ 2011年のEU の17カ国にお けるBSE感染 牛の摘発年齢 のうち、
1994～1999年に生 まれたコホー トのデータに 基づいて、感 染牛の摘発 年齢分布を推 定した
ということです。
下になりますけ れども、満11 歳になるまで には96.9％が 摘発されて いることから 、11年
が経過した牛群では感染牛のほとんどが摘発されると考えられると記載 されており ます。
次のページの② になりますけ れども、こち らは2001～20 04年のフラ ンスのデータ に基づ
いて推定された潜 伏期間を参考 に推定がされ たというもの になります 。こちらにつ きまし
ても潜伏期間と感 染時期から95 ％が摘発され る年齢を推定 すると10.6 歳であること から、
11年が経過すれば、ほとんどのBSEの発生を確認できると考えられたと しております 。
③ とい たし まし て、 日 本に おけ ると 畜時 の年 齢 、こ ちら がと 畜さ れる 牛 は全 と畜 数の
95.8％であるため 、10年が経過 すれば、ほと んどの牛がと 畜されると 考えられると いうこ
と。
④として、まと めといたしま して、この① ～③の考え方 のうち、① のEUの感染牛 の摘発
年齢分布に基づくB SE感染牛の摘 発年齢の推 定が豊富のデ ータに基づく ものであり、今回の
評価に最も適して いる。た だ、いずれ の場合も11 年が経過すれ ば、ある コホートにつ いて、
ほとんどの牛 、95％以上 のBSE発生状況 が確認できる こととなる というような 形で、前回の
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評価でデータも含めて記載がされているところです。
以上になります。
○村上座長

ありがとうございました。

今の事務局の説 明も踏まえて 、御質問、御 議論をいただ ければと思 います。いか がでし
ょうか。お願いします。
○水澤専門委員

要するに質問 に対するお答 えとしては、 その健康牛 も含めている わけで

すね。全体ですね。
○田中課長補佐
○村上座長

はい。

ほかにございませんか。

２点目の御意見 につきまして も、高齢牛で も発生するこ とについて はどう考える かとい
うことも含めて、いかがでしょうか。
○横山専門委員

先ほど山本専 門委員もお話 しされたよう に、2001年 以前に生まれ た牛で

BSEが感染している ものがいない という証拠 はどこにもな いということ が一つですね 。先ほ
どの潜伏期の件もB SEの統計とし てはEUが示 したとおりな のですが、ク ールーという 人の病
気の疫学を考えた ときに、やは り潜伏期自体 に上限という か、プリオ ンの潜伏期は 限界が
ない。50年以上た って発症した 例ということ も知られてい ますので、 何年たったか ら大丈
夫と言うのは難しいだろうなと思います。
そうしたときに、国内の発生状 況で36頭でB SEが確認され たというこ とから３％程 度とい
うことを想定した ときに、１頭い るのかいな いのかという ようなBSEの 牛をどう取り 扱うか
ということが議論 の対象になる のかなと思い ます。2001年 以降に生ま れた牛につい て飼料
規制が十分に機能 しているとい うことは、国 内のこれまで の検査成績ま たはBSEの実 態等か
ら考えたときに、恐らくそれほど議論するような余地のある問題ではな いとは思い ます。
○村上座長

ありがとうございます。

きょうは個別の 事案に入って 議論するつも りはございま せんが、骨 子案の前提に なって
いることについて は、2013年５ 月の評価書以 降の情勢変化 も含めた御 議論をいただ ければ
と思っております ので、そうい ったことを御 指摘いただけ ればと思い ます。ほかに ござい
ましたら、お願いしたいと思います。
堂浦先生から御 意見をいただ きましたが、 このほかにも 今後審議い ただくために 必要な
データは何か、あ るいはそれら をどう整理し ていくのかと いった御意 見がいただけ れば大
変ありがたく存じます。お願いいたします。ございませんか。
では、基本的に この骨子案の 内容で審議を 進めてよろし いでしょう か。ありがと うござ
います。
それでは、取り まとめをさせ ていただきた いと思います 。堂浦先生 からの御意見 も頂戴
いたしました。牛 海綿状脳症国 内対策の見直 しに係る食品 健康影響評 価についての 考え方
については、基本 的に案のとお りとして進め させていただ きたいと思 いますが、よ ろしい
でしょうか。
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（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、本評 価の考え方に 基づき、次回 は評価書、骨 子案の「Ⅰ ．背景」から 「Ⅳ．
日本におけるBSEサ ーベイランス 及び発生状 況」までについ て御議論を いただきたい と思い
ます。起草委員の先生方には、どうぞよろしくお願いいたします。
続いて、参考資料８－１、８－２について、事務局から報告をお願い します。
○大快係員

参考資料８－１、８－２について御報告させていただきます。

参考資料８－１ を御覧くださ い。本年１月 14日付けで農 林水産省か ら諮問がござ いまし
た、イノシシを原 料とするタン パク質の飼料 としての利用 につきまし ては、１月29 日に開
催された前回の第9 7回プリオン 専門調査会に おいて御審議 いただき、 その後、２月 ９日の
第594回食品安全委員会に報告されました。
具体的な見直し 内容につきま しては、参考 資料８－１の 文書の後ろ につけており ます図
表の２ページの上 段を御覧く ださい。現 状、動物由来 タンパク質 については御 覧の○×表
のとおりの規制と なっていると ころでござい ますが、次に ８ページの上 段を御覧くだ さい。
前回の専門調査 会で農林水産 省からも説明 がございまし たが、この たびの見直し は由来
動物の豚の欄に「 イノシシを含 む」とござい ますように、 イノシシを 豚と同等に飼 料原料
として利用できるようにするというものです。
参考資料８－２ を御覧くださ い。本見直し につきまして は、前回の 専門調査会に おける
審議を踏まえまし て、食品安全 委員会に報告 がなされ、本 飼料のとお り、人の健康 に及ぼ
す悪影響の内容及 び程度が明ら かであるとき に該当すると 認められる との結論が導 かれ、
２月９日付けで農 林水産大臣宛 てに通知いた しましたので 、ここで御 報告させてい ただき
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。よろ しいで
すか。
では、予定され ていた議事に つきましては 一とおり御議 論をいただ きました。事 務局か
ら、ほかに何かございますか。
○田中課長補佐
○村上座長

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。

18

