食品安全委員会プリオン 専門調査会
第99回会合議事録

１．日時

平成28年３月28日（月）

14:00～15:14

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、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、中村好一専門委員、八谷専門委員、
福田専門委員、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、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

「Ⅰ．背景（案）」

資料２

「Ⅲ．BSEの現状（案）」

資料３

「Ⅳ．日本におけるBSEサーベイランス及び発生状況（案）」

参考資料１

食品健康影響評価について
「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

骨子案

参考資料３

「Ⅱ．本評価の考え方」

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
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６．議事内容
○村上座長

ただいまから第99回「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、堂浦専門 委員、真鍋専 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、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 9回プ
リオン専門調査会議事次第」を御覧いただきたいと思います。
それでは、議事に入ります前に、事務局より本日の資料の確認をお願 いいたしま す。
○田中課長補佐

それでは、配付資料の確認をさせていただきます。

本日の配付資料は、議事次第、座席表、専門委員名簿のほかに８点ご ざいます。
資料については 、議事次第に ございます資 料１～３と参 考資料１～ ５を準備して おりま
す。机上配付 資料として １部、OI Eと書いてあ る机上配付資 料を準備さ せていただい 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 ファイルにて 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の（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。
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それでは、本日 の審議に入る 前に、前回の 専門調査会で の審議内容 について振り 返りた
いと思います。
最初に事務局よ り、前々回の 専門調査会で 専門委員から 質問のあり ました、EUに おける
SRMの見直しの経緯 の詳細につい て説明があ りました。次いで、起 草委員が検討 の上、作成
した「Ⅱ．本評価 の考え方（案）」及び骨子 案について事 務局から説明 が行われ、そ の後、
質疑応答が行われ ました。最後 に審議の結果 、「Ⅱ．本評 価の考え方（ 案）」及び骨 子案に
ついて同意をいただき、骨子案に基づいて審議を進めることとなりまし た。
それでは、まず 厚生労働省へ の追加資料要 求の状況につ いて、事務 局より説明を お願い
します。
○田中課長補佐

前々回の専門 調査会におい て、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 理を確認する ということ 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1 9日付で補足 資料の提出を 厚生労働省へ 依頼してい るところです 。３月
28日現在、補足資料は提出されておりません。
以上です。
○村上座長

それ では、審議に 入りたいと思 います。まず 、前回の調 査会で御了承 いただ

きました骨子案に ついて、起草 委員より修正 の御提案があ りましたの で、事務局よ り説明
をお願いします。
○田中課長補佐

それでは、説明さ せていただき ます。参考資料２ を御覧くださ い。
「牛海

綿状脳症（BSE）の 国内対策の見 直しに係る 評価書（骨子 案）」になり ます。骨子案 につき
まして、起草委員か ら新たに「Ⅵ．変 異型クロイツ フェルト・ヤコ ブ病（vCJD）につ いて」
の項目を加えることについて御提案がございました。
理由としまして は、本評価の 考え方におい て、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 ておりますの で、こちらの vCJDについて も項目を立 てる必要があ るので
はないかとの趣旨で今回加わったものとされております。
以上です。
○村上座長

ありがとうございました。

起草委員から補足の説明などがありましたら、お願いいたします。
○八谷専門委員

では、少し説 明いたします 。先ほど事務 局のほうか らもお話があ りまし

たように、本会で一番 大事なことは、BSE が仮に発生し た場合に人 にうつるかど うか、人へ
の食品健康影響評 価を検討する ことが最重要 課題と考えま した。した がいまして、 骨子案
におきまして 、変異型ク ロイツフェル ト・ヤ コブ病（ vCJD）に関する項 目をきちんと 設け、
仮にこの飼料規制 などが行われ た場合におい て、BSEは発生 しないとい う前提で議論 をして
おりますけれども 、そのような 前提のもとで あっても、こ のvCJDの人 への健康評価 という
ことを一応きちん と検討してい くことが最も 重要だと考え ます。この ような理由か ら、１
つ項目を追加することとなっております。
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以上でございます。
○村上座長

ありがとうございます。

ただいまの骨子 案の修正案の 御提案につい てはいかがで しょうか。v CJDについて も項目
立てを行うという ことでよろし いでしょうか 。御意見をい ただきたい と思いますが 、いか
がでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。
それでは、骨子 案について起 草委員に「Ⅰ ．背景（案）」、「Ⅲ．BSE の現状（案）」、「Ⅳ．
日本におけるBSEサ ーベイランス 及び発生状 況（案）」を作 成いただき ました。これ らにつ
いて順番に行いたいと思います。
まず、「Ⅰ．背景（案）」について、事務局より説明をお願いします。
○大快係員

それ では、説明さ せていただき ます。資料１ を御覧くだ さい。資料１ では、

先ほど御覧いただきました骨子案の「Ⅰ．背景」について取りまとめて おります。
「１．はじめに」を御覧ください。こ ちらにつきま しては、これまで のBSEに関す る評価
書と同様、食品安 全委員会が行 ってきた評価 等をまとめて おり、31行 目、32行目に 今般、
厚生労働省から諮問があった旨が記載されております。
34行目からの「２．諮 問の背景」についてです が、ここ では日本にお けるBSE国内 対策は
食品安全委員会の 食品健康影響 評価を踏まえ 、これまでと 畜場におけ るスクリーニ ング検
査の対象月齢及びSRMの範囲が見直されてきた旨が記載されております 。
次のページに行 っていただき まして、現在 の国内措置の 根拠の一つ でございます2 013年
５月の食品安全委 員会の食品健 康影響評価で は、2009～201 5年にはBSE の摘発頭数は ほぼゼ
ロとなり、以 降、日 本において飼 料等を介し てBSEが発生す る可能性は 極めて低くな るもの
と推定。また、当 面の間、検証 を継続するこ ととし、将来 的には、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 ことが記載 されていると なって
おります。
厚生労働省は、2 013年７月～2 015年末まで に食用として と畜された4 8か月齢超の 牛は、
BSEスクリーニング 検査の結果が 全て陰性で あり、BSE感染 牛は発見さ れておらず、 現在の
リスクに応じたリ スク管理措置 の検討が必要 としているこ と。ま た、OI E基準よりも 高い水
準を維持する場合 には科学的な 正当性を明確 化する必要が あること。EU においては、近年、
と畜場でのBSEスク リーニング検 査の対象やS RMの範囲を見 直している ことが記載さ れてお
ります。
こちらの記載に つきましては 、これまでの 評価と同様、 参考資料１ にございます 、厚生
労働省からの諮問文書の記載ぶりに沿った形となっております。
「３．諮問事項 」についてで すが、こちら は参考資料１ の諮問文書 の記載のとお りとさ
れております。具 体的な諮問内 容は厚生労働 省からの諮問 説明でもあ ったとおり、「（１）
検査対象月齢」につい ては、食用のと畜 される健康牛 のBSE検査に ついて、現行基準 を継続
した場合と廃止し た場合のリス クを比較。な お、と畜場で の検査は生 体検査におい て運動
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障害、知覚障害、 反射または意 識障害等の神 経症状が疑わ れたもの及 び全身症状を 呈する
24か月齢以上の牛のみを検査対象とする。
「（２）SRMの範 囲」について は、現行の「 全月齢の扁桃 及び回腸遠 位部並びに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 」から「30か 月齢超の頭部（舌、
頬肉、皮及び扁桃 を除く。）及び 脊髄」に変 更した場合の リスクを比較 となっており ます。
なお、
「（２ ）のSRMの範 囲」につ きましては 、参考資料３ の本評価の 考え方にござ います
ように、前々 回の専門調 査会の御審議 において 、飼料規制 等を含めたBS E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
ととされております。
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4 8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されております。
説明は以上となります。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの「Ⅰ．背景（案）」の説明 について御質 問や御意見が ありましたら、お 願いい
たします。よろしいでしょうか。ありがとうございました。
それでは、引き続き、
「Ⅲ ．BSEの現状（案）」につい て、事 務局から説 明をお願いし ます。
○大快係員

説明 させていただ きます。資料 ２を御覧くだ さい。資料２で は、骨子案の「Ⅲ．

BSEの現状（案）」 について取り まとめており ます。こちら も基本的に は、これまで の評価
でいつも記載しているものでございます。
１ページ「１ ．世界のB SE発生頭数の 推移」を 御覧ください 。OIEに対 し報告があっ たBSE
の発生頭数は累計 で19万669頭（2016 年３月25日 現在）でございま す。発生のピーク であっ
た1992年には年間 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、
２ページの図１に ございますよ うに、2013年 には７頭、20 14年には12 頭、2015年に は７頭
の発生にとどまっ ております。 これは飼料規 制の評価等に より、主た る発生国であ る英国
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 強化した英 国以外の国に おける
発生頭数も減少してきていることを反映しております。
なお、２ページ の図１2016年 の列でござい ますが、こち らにつきま しては後に御 報告さ
せていただきます が、現 地時間の３月2 5日にフラン スにおきまし て、BS Eの発生が確 認され
た旨がOIEに報告さ れております 。した がって 、フランスの 2016年が図 ではゼロとな ってお
りますが、こちらは最 新の情報です と１が正しい ということに なります。また、OIE にはま
だ報告さ れて いない ようで すが、 スペ インに おきま しても 2016年 に入っ てか ら１頭 、BSE
が発生したとの情報がスペイン当局によって公開されております。
１ページの９行 目に戻ってい ただきまして 、これらのこ とから飼料 規制の導入・ 強化に
より、国内外ともにBSE 発生リスクが 大幅に低下 していること が伺えます。なお、発 生が最
も多いEUにおいて 確認されたBSE 検査陽性牛 の平均月齢に ついては、200 1年では健康 と畜牛
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が76か月齢、高 リスク牛が8 9か月齢でご ざいましたが 、2013年 にはおのおの1 47か月齢 、160
か月齢となっており、上昇傾向にございます。
３ページの表１ にございます ように 、EU等におけ るBSE検査頭 数、こ れは2001～201 3年の
データですが、これは約１億1,051万頭でございます。
１ページの16行 目からでござ いますが、こ ちらにつきま しては、前 回の専門調査 会にお
ける堂浦専門委員 の「日本にお ける発生を見 ても185か月 齢での定型BS Eの発生例も 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11歳 以上でのケ ースや最高齢 でどの
くらいの牛が検出 されているか 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」との 御意見を踏 まえまして 、食品安 全委員会がこ れまで評価を 実施したBSE 発生国
における167か月齢 以上の定型BS Eの発生状況 を表２に示す として、４ ページに示さ れてお
ります。
４ページを御覧 ください。表 ２には、先ほ ど申し上げた とおり、こ れまで評価を 実施し
たBSE発 生国に おける 過去の 評価 時点で の167か 月齢 以上の 定型BSE の発 生状況 が示さ れて
おります。
167か月齢という 数字につきま しては 、参考資料５ を御覧くだ さい。こちらに示し ており
ますように、167か 月齢というの は最終発生の 牛の出生年月 である2002 年１月生まれ の牛が
現在、これは2015 年12月末時点 を現在として おりますが、 現在到達し ている月齢で ござい
ます。
参考資料４を御 覧ください。日本 においてはこ れら167か月 齢以上の牛は、現 在、右上の
黄色と赤のしま模様で示した部分に該当する牛になります。
資料２の４ペー ジにお戻りい ただきまして 、一番左の列 にはこれま での評価国が 、その
横に過去の評価時 点での検査頭 数、BSE 発生頭数 、うち167 か月齢以上の 定型BSEの頭 数及び
月齢が記載されて おります。167 か月齢以上 の定型BSEにつ きましては 、それぞれ日 本で１
頭、フランスで９ 頭、アイルラ ンドで37頭、 ポーランドで １頭、デン マークで１頭 、スイ
スで１頭、イ タリアで２ 頭が確認され ております 。BSE全体 の発生頭数 に占めるこれ らの割
合といたしまして は、その割合 が一番高い国 はデンマーク でございま すけれども、 こちら
でも５％程度であり、ほかの国も全て３％以下でございます。
また、月齢につ きましては、 下の脚注の２ に記載してお りますとお り、フランス 、アイ
ルランドは頭数が 多いため、最 高齢のものか ら高齢順に６ 頭が記載さ れております が、こ
れまでの評価済み 国で確認され た定型BSEの うち、最高齢 の牛はアイル ランドの219 か月齢
でございます。
脚注３、４、５に記 載のとおり、カ ナダ、フランス、アイルランド では、評価以降 にBSE
の発生が 確認 されて おりま すが、 これ らは全 て非定 型BSE 、また は定型B SEで あって も167
か月齢を超えない ものでござい ます。なお、 脚注５のフラ ンスにつき ましては、先 ほども
申し上げましたが 、現地時間の ３月25日付で 定型BSEが発 生したことが OIEに報告さ れてお
りますことから、 こちらの記載 については「 ５頭の非定型 BSE及び１頭 の定型BSEが 確認さ
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れている」が正し い記載となり ます。３月25 日付で発生が 報告された 定型BSEについ ては、
167か月齢以上の牛には該当いたしません。
５ページ、こちらもい つも記載され ております各 国のBSEの検 査体制でござ います 。３行
目からございます とおり、日本 におきまして は48か月齢超 の健康と畜 牛を対象とし たと畜
場における検査及 び48か月齢以 上の死亡牛等 を対象として 検査が実施 されておりま す。な
お、と畜場の生体 検査において 運動障害、知 覚障害、反射 または意識 障害等の神経 症状が
疑われたもの及び 全身症状を呈 する牛につい ては、24か月 齢以上が検 査の対象とさ れてお
ります。また、各国におきましては、表３のとおりとなっております。
６ページ、こ ちらには各国 の特定危険部 位（SRM ）の範囲が 記載されてお ります。E Uにお
きましては、前回 の専門調査会 でも御説明さ せていただい たとおり、 昨年８月以降 、EU域
内の無視できるリ スク国におい てはSRMの範 囲から脊柱や 扁桃、腸管が除外さ れ、12 か月齢
超の頭蓋（下顎を除き脳、眼を含む。）及び脊髄のみへと変更されてお ります。
７ページ、こち らは各国の飼 料規制が記載 されておりま す。４行目 からにござい ますと
おり、日本においては、全て の動物由来タ ンパク質（乳、乳製品等 一部のもの を除く。）の
反すう動物への給 与を禁止する とともに、反 すう動物由来 タンパク質 の全ての家畜 への給
与を禁止しております。
各国の状況につきましては、表５に記載のとおりでございます。
説明は以上となります。
○村上座長

ありがとうございました。

それでは、御質 問や御意見を お願いいたし ます。世界の 発生状況は 随分減ってき ている
ということであり ますけれども 、一方で委員 の御指摘のあ りました高 齢牛での発生 につい
ても御報告いただきましたが、いかがでしょうか。
表２の高齢牛に 発生があった と。少 なくとも167か 月以上です ね。こ れらは全体で ３％く
らいということで すけれども、 これらの高齢 牛について、 どの程度の 牛に症状が認 められ
ているかについて、もしデータがあったら御紹介をいただけないでしょ うか。
○大快係員

お答 えいたします 。症状 が認められて いる牛につい ては、表２の167か 月齢以

上の定型BSEは全て 足して52頭な のですが 、臨床症状 牛がうち４ 頭、死 亡牛等のリス ク牛が
うち29頭、健康と畜牛がうち19頭でございます。
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か。よろしいでしょうか。
それでは、引き 続いて、審議 を進めさせて いただきます 。「Ⅳ．日本 におけるBSE サーベ
イランス及び発生状況（案）」について、事務局から説明をお願いしま す。
○田中課長補佐

資料３を御覧いただければと思います。

「１．BSEサーベイランスの概要」について説明をいたします。
「（１）BSEサー ベイランスの 経緯と現状」 になります。 こちらにつ いては日本に おける
7

BSEサーベイランスの経緯、現状について記載がされております。
３行目、BSEは、1996年に 家畜伝染病予 防法上の法定 伝染病とし て指定され、原因 が特定
できない疾病の感 染が疑われる として、家畜 保健衛生所に 搬入された死 亡牛等を対象 にBSE
検査が開始されま した。さらに その後、2001 年に検査対象 が追加され 、2003年４月 からは
24か月齢以上の全 ての死亡牛に 対してBSE検 査が実施され た。2015年４ 月からは検査 対象牛
の月齢が48か月齢以上に変更されたと記載されております。
９行目からは、 と畜場におけ る検査対象月 齢になります 。と畜場に おいては2001 年10月
から全月齢の牛を 対象にBSE検査 が開始され た。食品安全委 員会の食品 健康影響評価 を踏ま
え、2005年８月よ り、と畜場で の検査対象月 齢は21か月齢 以上とされ て、さらにそ の後も
検査対象月齢が201 3年４月より3 0か月齢超、 2013年７月よ り48か月齢 超とされた。 なお、
と畜場の生体検査 において運動 障害、知覚障 害、反射また は意識障害 等の神経症状 が疑わ
れたもの及び全身症状を呈する牛については、24か月齢以上が検査の対 象とされて いる。
19行目からは、B SE検査の方法 になります 。これらのBSE 検査では、 スクリーニン グ検査
として迅速検査法 である延髄閂 部を用いたEL ISA法が実施 されている 。また 、スクリ ーニン
グ検査の結果、陽 性となったも のについては 確認検査とし てウエスタ ンブロット法 及び免
疫組織化学法が実 施されている 。確認検査の 結果、いずれ かの検査結 果が陽性の場 合、死
亡牛については 、必要に 応じて牛海綿 状脳症に関す る技術検討会 の意見を聞き 、BSE と確定
診断され、と畜段 階で摘発され たものについ ては、牛海綿 状脳症の検 査に係る専門 家会議
においてBSEと確定診断されると記載がございます。
次に「（２）サーベイランス水準について」の記載がされております 。
29行目、OI Eでは無視で きるリスクの 国及び管理さ れたリスク の国に対して 、それ ぞれ５
万頭に１ 頭及 び10万 頭に１ 頭のBSE 感染 牛の検 出が可 能なサ ーベイ ラン スの実 施を求 めて
いる。日本は 2013年５月 に無視できる リスクの国の 認定を受けて おり、OIEが定める1 0万頭
に１頭の BSE感 染牛の 検出が 可能な サー ベイラ ンスの 基準を 満たし た検 査を引 き続き 実施
している。
２ページの１行 目以降は、EU が健康と畜牛 の検査を廃止 できること とした際のEFS Aの評
価等になります。 なお、EFSAは2 012年10月に 科学報告書を 公表し、高 リスク牛（全 ての臨
床症状牛並びに48 か月齢超のと 畜前検査異常 牛、緊急と畜 牛及び死亡 牛）の検査を 実施し
ていれば、EU 25カ国にお ける現行のBSE 検査体制にお いて、健康と畜牛 の検査を行わ なくて
も、95％の信頼水 準で、533万5, 627頭に１頭 のBSE感染牛 の検出が可能 であるとして いる。
本評価を受け、ECは2 013年２月以 降、健康と畜牛のB SE検査を廃 止できること とし、2016
年２月末現在、ブ ルガリア、ル ーマニア及び クロアチアを 除くEU加盟 国について、 本規定
が適用されている。
次に11行目から、こちらは日本におけるBSEの発生状況になります。
「（１）発生の概況」。
13行目、日本では、これ までに1,602万 4,200頭の牛 を対象にBSE 検査が実施さ れた。これ
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は2015年12月末現 在の数値にな ります。2001 年９月の千葉 県で確認さ れた１例目を 含める
と、36頭のBSE検査 陽性牛が確認 されている 。また、その うち34頭は定 型BSE、２頭 は非定
型BSE（Ｌ型 ）である。2009年１月 に確認された1 01か月齢の死 亡牛以降 、BSE検査陽 性牛の
報告はない。なお、BSEの典型的な臨床症状を呈した牛は認められてい ない。
健康と畜牛の検 査対象月齢の4 8か月齢超へ の引き上げに ついて評価 を行った2013 年５月
以降では、82万1,425頭が検査の対象とされ、陽性牛は確認されなかっ た。
2013年５月の評 価書では、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 とし、当面の 間、検
証を継続すること とした。2013 年５月評価書 における評価 時点で出生 後の経過年数 が11年
未満であったコホ ートのうち、2 013年５月末 から2015年12 月末までの 間に11年を超 えたコ
ホート、こちらは2 002年６月～2 004年12月の 間の出生した コホートと いうことにな ります
けれども、こ ちらについ ては８万9,607 頭がと畜また は死亡し 、検査の 対象とされた ことに
なりますが、BSE検査陽性牛は確認されなかった。
３ページに 、日本のBSE 検査頭数及び 検査陽性頭数 を示してお ります 。一番左が年 度とい
うことで、次がBSE の検査頭数、 BSE検査陽性 頭数というこ とで確認時 の月齢ごとに 頭数を
入れてお りま す。と 畜牛に つき まして は、83 万5,771 頭、 死亡牛 等につ いて は118万 8,429
頭、2001年からこ れまで検査が されてきてい るということ になります 。陽性数につ きまし
ては、合計のとこ ろを御覧いた だきますと36 頭ということ で、と畜場 で確認された 頭数は
括弧内の計21例になります。
2003年度と2005 年度に確認さ れた陽性牛の ところに「*3 」とござい ますけれども 、こち
らは非定型BSE（Ｌ型）１頭を含むということになります。
４ページ「（ ２）定型BS Eの感染が確 認されたBSE検 査陽性牛の 特性」にな ります。こちら
は陽性牛の出生年等を示しましたのが、図２になります。
２行目、定型BSE の感染が確認 されたBSE検 査陽性牛のう ち、最高齢 の牛は健康と 畜牛の
BSE検査で確認され た1992年７月 生まれの185 か月齢の牛で あり、臨床 症状等は認め られな
かった。定型BSE陽 性牛を出生年 ごとに整理 すると図２に 示すように、 定型BSEの感 染が確
認された34頭のう ち、33頭が反 すう動物用飼 料への全ての 動物由来タ ンパク質の使 用を禁
止した2001年10月の飼料規制の強化以前に出生した牛である。
また、飼料規制強化 後に生まれたB SE陽性牛に ついては、表７に 示してござい ます。この
１頭は飼料規制の 強化に当たっ て、飼料の回 収等は行われ なかったこ となどから、 飼料規
制以前の販売された飼料による暴露の可能性が考えられていると記載さ れておりま す。
ここで参考資料 ４を御覧いた だければと思 います。こち らは前回の 調査会でもお 示しい
たしました日本の 検査陽性牛の 出生年月と確 認年月になり ます。縦軸 が牛の年齢を 示して
おります。横軸が 年月になりま して、点は確 認された年月 とそのとき の月齢を示し ており
ます。
2002年以降、斜め に線が入って おりますが、それ以降の領 域は灰色と なっておりま すが、
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この領域が飼料規 制強化後、200 2年１月最終 発生以降の出 生コホート ということに なって
おります。先ほど説明 しましたよう に、2002年１月生 まれ以降、BSE検 査陽性牛は確 認され
ておりません。
前回評価時点が 少し右に行き まして、2013 年５月という ことで、縦 に線がござい ますけ
れども、それ以降、と畜場 において48か 月齢超の調査 を実施してお り、82万1,415頭 が検査
されましたが、BSE陽性牛は確認されていないといった状況となってお ります。
資料３に戻って いただきまし て、５ページの「３．定型B SE最終発生 の牛の出生年 月以前
に生まれた牛の飼 養頭数 」ということ で、定 型BSE最終発生 の牛の出生 年月である200 2年１
月以前に生まれ、 現在まで（201 5年12月末現 在）飼養され ている牛の 頭数は月齢不 明の牛
を含めて２万9,916 頭、うち乳用 種は1,848頭 である。また 、2013年５ 月末時点での 当該コ
ホート牛の飼養頭 数は月齢不明 の牛を含めて ９万2,463頭 、うち乳用種 は１万523頭 であっ
た。すなわち 2013年５月 評価書におけ る評価時点以 降、こ れまでに６万 2,547頭の200 2年１
月以前に生まれた 牛（月 齢不明を含む。）がと 畜または死亡 し検査の対 象とされたこ とにな
るが、これらにBSE検査陽性牛は確認されなかった。
こちらで参考資 料４を御覧い ただきまして 、2002年から 斜め右上に 行っている線 がござ
います。そこと201 5年と2016年 の間の灰色の 線、2015年末 の部分と交 わった、その 先の部
分ですが、こちら が2002年１月 以前に生まれ た牛で、今、 生きている 牛になります けれど
も、ここの頭数が２万9 ,916頭という ことになり ます。その内訳に つきましては、参 考資料
５を御覧いただければと思います。
こちらも前回の 調査会でお示 しした資料に なりますけれ ども、参考 資料５の表１ で日本
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、左側 の現在という ところ
になりますけれど も、2002年１月以 前に生まれた 牛で、乳用種は1, 848頭、肉専用種 ＋交雑
種は２万7,978頭、 その他が90頭 ということ で、合計で２ 万9,916頭が 飼養されてい るとい
う状況となってお ります。さら にその詳細な 内訳について は裏の表２ に示している とおり
で、雄雌の区別につ きましても、こちらでお示 ししていると おりの内容 となっており ます。
資料３にお戻り いただきまし て、５ページ の11行目「４ ．まとめ」 になります。 こちら
はこれまで記載されてきた事項について、まとめを記載しているものに なります。
12行目、日 本では 、これまで健 康と畜牛及 び死亡牛等を 対象としたBS E検査が実施 されて
きた。健康と 畜牛のBSE検 査については 、食品 安全委員会の 2013年５月 評価書におけ る評価
を踏まえ、2013年７月 に対象月齢が4 8か月齢超へ と変更された。ま た、死亡牛等のBS E検査
につきましても、20 13年４月に検 査対象月齢 が48か月齢以 上と変更され ているところ です。
日本で は上記 のBSE 検査に 基づき 、2015 年12月 末現 在まで に1,602 万4,200 頭の 牛を対 象に
BSE検査が実施され た。その結果 、これまで に36頭のBSE検 査陽性牛が 確認されてお り、う
ち34頭が定型BSEで あった 。2013年５月 評価書におけ る評価以降 は、82 万1,425頭がBS E検査
の対象とされたが、BSE検査陽性牛は確認されなかった。
定型BSEの感染が 確認されたBS E検査陽性牛 のうち、33頭 は飼料規制 強化前に出生 した牛
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である。一方、飼 料規制強化後 に出生した20 02年１月生ま れの１頭に ついては、飼 料規制
以前に販売された飼料による暴露の可能性が考えられている。
2015年12月末現 在、2002年１ 月以前に出生 した牛で最も 若齢の牛は1 67か月齢であ るが、
日本においては健 康と畜牛のBSE 検査で確認 された185か月 の牛が、これ までに167か 月齢以
上で定型BSEが確認された唯一の牛である。当該牛に臨床症状等は認め られなかった 。
最終発生の牛の 出生年月（200 2年１月）よ り後に出生し た牛につい ては、2013年 ５月評
価書における評価 時点で出世後 の経過年数が 11年未満であ ったコホー トについて、2 013年
５月末～2015年12 月現在までの 間に11年を超 えた８万9,60 7頭がと畜さ れ、または死 亡し、
検査の対象とされたこととなる。その結果、BSE検査陽性牛は確認され なかった。
2013年５月評価 書では、出生 から11年とい う経過年数は 飼料規制の 有効性の確認 に必要
な期間であり、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 、このため、 当面の
間、検証を継続す ることとした 。上記の結果 は最終発生の 牛の出生年 月から２年７ か月の
間に出生した牛に ついては 、出生の11 年が経過して もBSEの発生 が確認されて おらず 、これ
らのコホートにおいて飼料規制が有効に機能していることを示している 。
一方、最終発生 の牛の出生年 月（2002年１ 月）以前に出 生した牛に ついては、201 3年５
月評価書における 評価時点では ９万2,463頭 であったが、 それ以降、こ のうち６万2, 547頭
がと畜または死亡 し、検査の対象と されたことに なりますが、その 結果、BSE検査陽 性牛は
確認されなかった。
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。

それでは、御質問や 御意見等をお 願いいたしま す。2013年５月評 価以降、82万1,42 5頭が
BSE検査の対象とさ れましたけれ ども、BSE検 査陽性牛は確 認されなか ったというこ とであ
ります。御審議い ただくに当た りまして、本 評価の考え方 に基づいて 、１つは2002 年１月
より後に出生した 牛についての 御議論、もう 一つは2002年 １月以前に 出生した牛に ついて
というふうに２つ に分けて 、それぞれ 定型BSEが発生 する可能性 について 、あるいは それが
どのように人の健康影響に及ぼすかについて御検討をいただきたいと思 います。
まず、2002年１ 月より後に出 生した牛につ いて、いかが でしょうか 。先ほど御説 明いた
だきましたように 、前回評価の2 013年５月時 点で11歳未満 であって、2 015年12月時 点で11
年を経過した出生 コホートは、2 002年６月～ 2004年12月ま でに出生し たコホートで ありま
す。これらの コホートに ついてはBSEの 発生が確認さ れておらず 、飼料 規制が有効に 機能し
ているかということについてはいかがでしょうか。お願いします。
○山本専門委員

起草委員が先 に発言してし まうと、ほか の先生方は 発言しにくく なるか

と思うのですけれ ども、飼料規 制以後に生ま れた牛につい て、検証も 含めて見てき たわけ
ですが、現時点で牛 群からは見つ かってきて いないという ことから、こ の牛群での感 染は、
飼料を介しては、ほぼ起こっていないのではないかと考えられると思っ ております 。
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○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。お願いします。
○八谷専門委員

先ほどの山本 先生の御意見 と同じですけ れども、今 後の議論につ きまし

ては、飼料規制が なされている という前提の もとでの検討 になります ので、そもそ も飼料
規制がなされてい るかどうかと いうことをこ の委員会で議 論するもの ではないと思 います
けれども、この委 員会の議論の 前提の立場と しては、飼料 規制がなさ れているとい うこと
を何がしかの形で 、その前提が 揺らがないと いう確認がで きるような ことが可能な のでし
ょうか。飼料規制 が緩まないと いうか、きち んと今後も監 視体制とい いますか、そ ういう
ことがき っち り担保 された 上での 今後の 定型BS Eが発 生しな いであ ろう という 前提に 立っ
て、この先の議論 になると思い ますので、そ の辺のところ を事務局等 できちんと確 認して
いただくという形で、この先の議論という認識でよろしいのでしょうか 。
○村上座長

お願いします。

○姫田事務局長

この専門調査 会での意見と して、従来か らリスク管 理が行われて いる限

りにおいては云々 という書き方 がございまし たので、例え ば最終的な 答申に報告し ていた
だきたいことを出 されるといっ たこともあり ます。その辺 はむしろこ こで御議論を いただ
いて、それをリスク管理機関に伝えていくほうがいいのではないかと思 います。
○八谷専門委員
○村上座長

わかりました。

ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。お願いします。
○筒井専門委員

今の関連です けれども、こ れまでも飼料 規制の変更 等については 、この

委員会の報告なり 、お話をして いただいたと いう記憶があ るのですけ れども、これ につい
ては今後もこのような形になるというふうに、前提として考えてよろし いですか。
○鋤柄評価第二課 長

御要望が そういうこと であれば、そ の旨を管理 機関に伝えて 、引き

続き必要な範囲を報告していただきたいと考えております。
○村上座長

お願いします。

○門平専門委員

と言いますと、今までにい ろいろなリス ク評価をして きましたけれ ども、

そのたびにFAMICだ とか農家に行 って、こんなサンプ ルをとった とか、製造工場でサ ンプル
を幾つとって何も 見つからなか ったという形 のデータを使 うというこ とになるわけ でしょ
うか。
○鋤柄評価第二課 長

はい。こ れまでもそう いうような御 報告を毎年 いただいてお るとこ

ろでございます。
○村上座長

ほかにございますか。よろしいですか。

まずは飼料規制 を前提とする ことについて は、今後もそ のようにリ スク管理機関 への要
望として指摘して いくという前 提に立ち、飼 料規制をこれ までと同様 になされるも のとし
ての御議論をいた だければと思 います。その 上で現状のこ れまでの200 2年１月より 後に出
生した牛について、牛群での飼料 規制につい ては有効であ るかどうかと いうことにつ いて、
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先ほどの説明にお いては御質問 や御意見はご ざいませんで しょうか。 これでよろし いとい
うことですか。
ありがとうござ います。今般 の状況を踏ま えると、2013 年５月評価 書で評価した 状況を
再確認できたという判断でよろしいでしょうか。
そうしますと、 本評価の考え 方に基づきま して、その後 、2002年１ 月以前の出生 した牛
について、御意見は いかがでしょ うか。これに つきましては 、2015年12月 末現在で167 か月、
つまり約14歳以上 となりますけ れども、これ らは飼料規制 が強化される 前に生まれて おり、
過去においては14 歳以上の牛で 定型BSEが確 認されている ということで もあります。ただし、
2002年１月以前に 出生した牛は 現在、約３万 頭。先ほどの 説明により ますと、この うち、
乳用牛は約1,800頭 で、ほ とんどが肉用 牛となります けれども 、その約 ３万頭しかい ないと
いうことであります。
前回評価以降 、2002年 １月以前の牛 については６ 万2,547頭を 検査して 、検査陽性 牛は確
認されていないと いうことであ りますが、今後、定型B SEが発生す る可能性につ いて、どの
ように考えたらよ ろしいか御議 論をいただき たいと思いま す。よろし いでしょうか 。お願
いします。
○山本専門委員

飼料規制以前 ですので、そ ういう飼料が 給与された という可能性 は否定

できないわけです けれども、こ れはコホート を見てみます と、1996年 コホートとそ の次の
それらが回ってき た1999年～200 1年組ですね 。そのあたり に集中して いるというこ とで、
残っている３万頭の中でも、その群は特に少なくなってきてはいると思 います。
しかも、その群 からも今のと ころは見つか ってきており ませんので 、相当の確率 で発症
するというか、そ ういうのが見 つかってくる 可能性はかな り低くなっ ているのだろ うなと
いうことは推察さ れると思いま す。ゼロとは 言いませんの で、その辺 のところは今 後もい
ろいろなほかの管 理手段を含め て、手立ては とっていく必 要があるか もしれません が、今
のところは、牛群 においてはか なりの確率で 減ってきてい る。感染牛 はほぼゼロに 近づい
ているのではないかと考えています。
○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。今の山本 専門委員の御 見解に関し て、いかがで しょう
か。
○筒井専門委員

私も同様に考 えております 。特にこのタ ーゲットと なっているコ ホート

ですね。この中で も96ちょい、9 7、98くらい のところが一 番高エージ になっていて 、その
後、高いエージで 全然出てきて いないという ことも考えあ わせますと 、確率的には かなり
低いのではないかとは考えています。
○村上座長

ありがとうございます。

牛群ということでありますけれども、横山専門委員は何かコメントは ございませ んか。
○横山専門委員

私も同様の意 見ですが、そ の確率として 非常に低い だろうという ことを

言える一つの材料 として、それ こそ全頭検査 であるとか、 若いものも 含めて、これ までに
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全て調べてきまし たというよう な結果が諸外 国のように抽 出検査であ ったり、リス ク牛だ
けを調べたわけで はなくて、プ リオンがたま っているとす れば、非常 にプレクリニ カルな
状態のものも含め て見つかった はずだろうと いう検出体制 の中で、陰 性の結果が蓄 積され
てきているということが支持できるようなデータとして使えるのではな 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 ませんでしょ うか。今の御 議論は牛群の 感染状況に ついての御意 見であ
りますけれども 、仮に定 型BSEが発生す る可能性が低 いと。ほぼゼロに 近いという御 指摘も
ございましたけれ ども、そのよ うな場合、健 康と畜牛の検 査の有無に よって、人の 健康へ
のリスクについて 、どのような 違いが生じる かということ について御 議論をいただ けない
でしょうか。お願いします。
○山本専門委員

前回、2013年 の評価のとき には、牛群で のそういう 感染状況を中 心とし

た議論に基づいた 検査月齢の見 直しが行われ てたように思 うのですけ れども、基本 的には
人の健康影響評価 ということで すので、vCJD の発生に対す る影響を最 終的には議論 しなけ
ればいけないと思 います。八谷 専門委員から もそのような ことが言わ れております し、こ
れまでの評価、それ以前の評価書には必ずvCJDのことが書かれてきまし た。
その後の知見が どこまで、さ らに増えてい るかというこ とになるわ けですけれど も、そ
の点はもう少し精 査する必要が あるかと思い ますが、今の 状況で牛肉 及び牛の内臓 を食す
る限りの人への健 康影響が変化 するかどうか ということに 関しては、 まだデータの 精査が
済んでいないので あれですけれ ども、印象と いう言い方を すると科学的 ではないので すが、
あまり大きな影響 は出ていない のではないか という気はし ております が、その辺は データ
と突き合わせながら、その部分の書きぶりを考えていきたいと思います 。
○村上座長

ありがとうございます。

vCJDのことにつ いては次回以 降に御議論を いただきたい と思います けれども、こ の項目
においては牛群の 感染状況を踏 まえた見通し について、ど のような考 え方ができる のかと
いうことを議論し ておきたいと 思っている次 第です。基本 的に牛群の 感染状況をこ こでは
議論いただきたい と思いますけ れども、これ を踏まえて、 何か御指摘 あるいは御意 見がご
ざいましたら、お 願いしたいの ですが、いか がでしょうか 。次回以降 、vCJDへの現 状につ
いての御議論をい ただきたいと 思っておりま すので、もし もなければ 、また次回で も結構
でございます。よろしいでしょうか。
○山本専門委員

失礼しました 。vCJDのこと を先に言及し てしまいま したけれども 、牛群

での感染状況とい う意味では、 この何年かは 検証作業を続 けてきた中 で、まずリス クとし
ては下がっている傾向にあるとは考えられると思っています。
○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。よろしいですか。
それでは、この 項目について の取りまとめ をさせていた だきたいと 思います。今 、御意
見を頂戴しました 山本先生、筒 井先生、横山 先生を初め、 牛群におけ る感染状況に つきま
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しては、飼料規制 が前提ではご ざいますけれ ども、非常に 低い状況に あるといった 御指摘
をいただきました。
最初に戻って、「 Ⅰ．背景（案 ）」、「Ⅲ．BS Eの現状（案）」、今の「Ⅳ ．日本におけ るBSE
サーベイランス及 び発生状況（案）」に ついて、起草委員につ くっていただ きまして 、事務
局から説明のありました案のとおりでよろしいでしょうか。お願いしま す。
○永田専門委員

細かいことで 申しわけない ですが、２ペ ージの４行 目、95％信頼 水準で

何頭に１頭と書い てあるもので すから、この 95％の信頼水 準というの は535万5,627 頭では
なくて、26から28 の間に１とい うことですか 。わかりにく いので、入 れなくてもい いのか
と。これは信頼区間が書いてあるわけではないのですね。
○村上座長

EFSA の評価のとこ ろですね。２ ページの４行 目ですが、 これは原文の とおり

なのでしょうけれども。
○田中課長補佐

原文でコンフ ィデンシャル レベル・オブ ・95％とあ るので、そこ を記載

しました。
○永田専門委員

9 5％信頼区間 だったら、細 かいことを言 うなら、書 くのかなと思 います

が、書かなくても5 35万5,627頭 にマイナス１ からプラス１ が95％信頼 区間なのかな と推察
するのですが、そ うなのですか 。こういう書 き方をするの ですかね。 ちょっと不思 議な感
じがします。
○田中課長補佐

わかりました 。原文を改め て確認して、 適切な表現 に修正したい と思い

ます。
○村上座長

あり がとうござい ます。では、 事務局のほう でそのよう にしていただ きたい

と思います。
ほかにありますか。よろしいですか。お願いします。
○熊谷委員

先ほ どの事務局の 説明で、資料 ２の４ページ の表２の部 分で、私は聞 き漏ら

したかも しれ ないの ですが 、内訳 を確か おっ しゃっ ていた ような 気がす るの ですが 、167
か月齢以上の定型B SEの頭数が五 十何頭あっ て、それ のうちの４ 頭が死亡牛で 、29頭 は高リ
スク牛なのですか。
○大快係員

さよ うでございま す。もう一度 申し上げます と、全て合 計で52頭で、 健康と

畜牛が19頭、死亡牛等の高リスク牛が29頭、臨床症状牛が４頭でござい ます。
○熊谷委員

29頭の死亡牛の内訳の記録はあるのですか。

○大快係員

29頭 の中には、死 亡牛や緊急と 畜牛やと畜前 検査異常牛 等が含まれて いるの

ですが、手持ちの 資料ではうち 死亡牛が何頭 なのかは確認 できません が、死亡牛の 割合が
高いと記憶しております。
○熊谷委員

EUで 言う、と畜前 異常牛という のは、日本で 言う、と畜 場で見つかる 異常牛

という理解でいいですか。
○大快係員

そう です。日本の 生体検査で異 常があった牛 と同じよう なものと考え ていた

だければと思います。
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○熊谷委員

わか りました。こ れは要するに 、健康と畜牛 は半分以下 になるという 理解で

いいのですね。
○大快係員

全体に占める健康と畜牛の割合は36.5％です。

○熊谷委員

その 他は何かしら の異常が、死 亡も含めて、 見つかって いるというこ とにな

りますね。
○大快係員

さようでございます。

○熊谷委員

恐ら く評価のとこ ろで結構効き 目がある数字 ではないか と思うのです 。ちょ

っとまだわからないですけれども。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにございま すか。それで は、案のとお りということ でございま すが、次回は 評価書
の骨子案の「Ⅴ． 非定型BSEにつ いて」、「Ⅵ ．変異型クロ イツフェルト ・ヤコブ病（ vCJD）
について」、「Ⅶ． 食品健康影響 評価」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、また御負担をおかけしますが、どうぞよろしくお願い いたします 。
続いての議事に 移りたいと思 いますが、
「その 他」でございます。事 務局から報告 をお願
いいたします。
○田中課 長補 佐

先 ほど来 、御説 明の中 にあ りまし たよう に、フ ランス で新 たな定 型BSE

が確認されたとい うことですの で、机上配布 資料に基づい て説明をさ せていただき ます。
机上配布資料 、OIEと左上 に書いてござ います 、フランスが OIEに報告し た当該定型BS Eに関
する資料になります。こちらはホームページで公表されているものにな ります。
フランスで定型B SEが発生され たというこ とで、全 て英語で恐 縮ですけれど も、中 央部分
の記載があります が、こちらの 牛は2011年４ 月８日生まれ ということ で、麻痺を示 して安
楽殺がされたとい う記載がござ います。その 後、ANSESの ラボラトリー で定型BSEで あると
確認されて、EUのレファレンスラボもその結果を確認したという記載が ございます 。
こちらにつきま して、2011年 ４月生まれと いうことです ので、約５ 歳の牛となっ ており
ます。なお、フラ ンスにおける 飼料規制の強 化につきまし ては、2000 年11月という ことで
すので、飼料規制 強化後に生ま れた牛という ことになりま す。当該牛 につきまして は、感
染源はまだわかっ ていないとい うことで、コ ホート牛など については 、今、調査を 行って
いるということ、 疫学調査につ いてもスター トしたという ことでござ いますので、 今後こ
の調査については フォローアッ プのレポート が提出される であろうと いうような記 載がご
ざいます。
説明については以上になります。
○村上座長

ありがとうございます。

ただいまの事務 局の報告内容 について、御 質問等はござ いますでし ょうか。感染 源はま
だ不明ということ で、調査中と いうことであ りますが、20 11年４月生 まれの約５歳 、フラ
ンスの飼料規制強 化が2000年11 月ということ ですので、飼 料規制強化 後に生まれた 、いわ
ゆるバーブであり ます。フラン スにつきまし ては、2012年 10月評価書 で、それまで ３頭の
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バーブが確認され ていました 。しかし ながら 、飼料規制はB SEの発生抑 制に大きな効 果を発
揮していると判断しております。
また、フラ ンスの牛群 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。SRM を除いた30か 月齢以
下の牛由 来の 牛肉及 び牛の 内臓の 摂取 に由来 するBSE プリ オンに よる人 でのvCJ D発症 は考
えがたいと評価し てまいりまし た。この評価 を踏まえて、 今回の発生 がありました けれど
も、いかがでしょうか。御質問はありますでしょうか。
発生はございま したけれども、30か月齢の 輸入月齢制限 とSRM除去が 輸入条件にな ってい
るということでは ございますが 、現時点で直 ちにフランス 産の牛肉等 に係る評価結 果を見
直す必要があるかないかということについては、意見はございますか。 よろしいで すか。
30か月齢未満、SRM除 去が輸入条件 になってい るということ で、そうしますと、直 ちにフ
ランス産牛肉等に係る評価結果を見直す必要はないと判断してよろしい 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。

では、予定さ れました議 事については 、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でしょうか。
○田中課長補佐
○村上座長

ございません。

どうぞお願いします。

○横山専門委員

すみません。 先ほどの評価 書のほうに戻 らせていた だいて、具体 的なあ

れではないのです けれども、今 回、健康と畜 牛のBSE検査 を外すとなる と、検査の考 え方、
意義づけ自体が、 これまで食肉 検査の意味合 いが我が国で は大きかっ たのですけれ ども、
今後は欧米と同じ ように、飼料 規制が十分に 機能している かどうかと いうモニター として
の意義をここの検 査がもたらす のだという、 かなり大きな 考え方の転 換が起こるの だとい
うことを、本来は そういう案を 踏まえた上で 、健康と畜牛 の検査を外 しますよとい うスト
ラテジー、順序な のかなとは思 いますが、そ の意義が大き く変わると いうことを評 価書の
中でもちゃんと明記、または皆さんに周知する必要があるのかなと思っ ています。
○村上座長

ありがとうございました。

この件について、何か追加あるいは御意見はございますでしょうか。 お願いしま す。
○鋤柄評価第二課 長

横山先生 、ありがとう ございました 。海外につ きましては、 まさに

そのような考え方 で、飼 料規制が破れ て、定 型BSEがまた発 生してしま うということ をモニ
ターするための検 査と考えてい ると思ってお ります。日本 におきまし ても前回評価 したと
きに、基本的には 我が国の検査 についても、 その時点でそ ういうよう な考え方に変 わって
きているのだろうなと思います。
ただし、当時は1 1年未満もま だ幾つかのコ ホートについ て、さらに 確認しなけれ ばいけ
ないだとか、そう いったような 点でもう少し 検証期間を見 ましょうと いうようなこ とで終
わったわけでござ いますけれど も、今回改め てそこについ て評価し直 して、前回の 考え方
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でよかったのかな ということを もう一回見る ということで はないかと 思っておりま す。い
ずれにしましても 、御指摘いた だいたような 点について、 どのように 書くかという ことに
ついては、起草委員の先生方とよく御相談をしてまいりたいと思います 。
○村上座長

ありがとうございます。よろしいでしょうか。

それでは、本日 の審議は以上 とさせていた だきます。現 在の専門委 員による調査 会の審
議は本日が最後と なります。２ 年間、長い間 、御審議をい ただきまし て、ありがと うござ
いました。再任さ れる委員の先 生方におかれ ましては、引 き続きよろ しくお願いい たしま
す。
ここで御退任さ れる先生方に お言葉をいた だきたいと思 います。最 初に本日御欠 席の先
生から頂戴してお りますので、 事務局から披 露していただ きたいと思 います。お願 いいた
します。
○大快係員

本日 御欠席の山田 専門委員から のお言葉につ いて、読み 上げさせてい ただき

ます。
今後も人のプリ オン病の解明 、調査研究の 立場から、食 の安全に貢 献してまいり ますの
で、よろしくお 願いいたし ます。委員 の先生方に よろしくお伝 えください 、とのこと です。
以上です。
○村上座長

ありがとうございました。

御出席の先生からもお願いしたいと思います。永田専門委員、お願い いたします 。
○永田専門委員

長い間、どう もありがとう ございました 。私は公衆 衛生、特に疫 学の立

場から委員として 、この会に参 加させていた だきましたが 、このよう な食と安全、 健康に
関する重要な課題 にかかわらせ ていただきま して、委員の 皆様、関係 各位の方々に 改めて
お礼を申し上げます。どうもありがとうございました。（拍手）
○村上座長

永田先生、本当に長い間、ありがとうございました。

それでは、本日はこれで終わりといたします。ありがとうございまし た。
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