食品安全委員会プリオン 専門調査会
第100回会合議事録

１．日時

平成28年５月26日（木）

２．場所

都道府県会館

13:58～16:09

401会議室

３．議事
（１）専門委員の紹介
（２）専門調査会の運営等について
（３）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
（４）その他

４．出席者
（専門委員）
村上座長、門平専門委員、高尾専門委員、筒井専門委員、
中村桂子専門委員、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 、
大谷評価専門職、大快係長、大西技術参与、小山技術参与

５．配布資料
資料１－１

平成27度食品安全委員会運営計画

資料１－２

食品安全委員会専門調査会運営規程（平成15年７月９日食品
安全委員会決定）

資料１－３

食品安全委員会における調査審議方法等について

資料１－４

「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

資料２

「Ⅴ．非定型BSEについて（案）」

資料３

「Ⅵ．変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）（案）」
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資料４

「Ⅶ．食品健康影響評価（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

非定型BSEの人への感染に関する実験

参考資料４

現行のSRM以外の部位の摂食によるリスクに係る知見

参考資料５

「Ⅰ．背景」

参考資料６

「Ⅱ．本評価の考え方」

参考資料７

「Ⅲ．BSEの現状」

参考資料８

「Ⅳ．日本におけるBSEサーベイランス及び発生状況」

参考資料９

日本の検査陽性牛の出生年月と確認年月

６．議事内容
○村上座長

それ では、おそろいの ようですので、た だいまから第 100回「プリオン 専門調

査会」を開催いたします。
このたび、４月 １日付をもち まして、本専 門調査会の専 門委員の改 選が行われま して、
本日は改選後、最 初の会合に当 たりますので 、佐藤食品安 全委員会委 員長より御挨 拶をお
願いいたします。
○佐藤委員長

皆 さん、こんに ちは。食品安 全委員会の佐 藤でござい ます。座った まま失

礼します。
このたびは専門 委員への就任 を御快諾いた だき、ありが とうござい ました。食品 安全委
員会の委員長とし て御礼を申し 上げます。既 に安倍内閣総 理大臣から 平成28年４月 １日付
で食品安全委員会 専門委員とし ての任命書が お手元に届い ているかと 思います。専 門委員
の先生方が所属さ れる専門調査 会については 委員長が指名 することに なっており、 先生方
をプリオン専門調査会に所属する専門委員として指名させていただきま した。
食品安全委員会 がリスク評価 機関としての 独立性と中立 性を確保し つつ、科学的 な知見
に基づき、客観的で 公正な立場か ら食品健康 影響評価を行 うことは非常 に重要なこと です。
専門委員の先生方 におかれまし ては、レギュ ラトリーサイ エンスの専 門家を初めと し、そ
れぞれの分野の最 新の科学的知 見に基づき、 リスクアナリ シスの考え 方にのっとり 総合的
な判断に基づいて調査審議をしていただきたいと思っております。
先生方のこれま での研究から 得た貴重な経 験を生かした 発言によっ て、傍聴の方 々には
先生方の科学的な 議論を聞くこ とができます し、情報の共 有にも資す るものと思っ ており
ます。
さて、先生 方もよく御 存じのとおり 、BSEは 1990年代前半 をピークと して英国を中 心に欧
州において多数発 生し、2 001年には日 本国内におい て初のBSEの 発生が確認さ れました 。こ
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の国内でのBSEの発 生を契機に我 が国におい てもリスクア ナリシスを導 入し、評価機 関とし
て食品安全委員会 が設立されま した。このよ うにBSEを一つ の契機とし て現在の食品 安全行
政の仕組みが見直 されたと言っ てもよいかと 思います。そ れ以来、食 品安全委員会 は活動
を続けており、あ と一月余りで1 3年目になろ うとしており ます。また 、プリオン専 門調査
会は本日、通算第100回ということになっております。
BSEについては我 が国を含め、世界 的に飼料規 制等の対策が 講じられた結 果、近年、世界
的にBSEの発生頭数 は大幅に減少 しておりま す。また 、日本にお いては2009年 １月以降 、BSE
は確認されており ません 。このような 状況を踏まえ 、今後 の我が国のBS E対策の見直 しにつ
いて、今般、リス ク管理機関か ら諮問を受け 、調査審議を 行っている ところです。 先生方
には、それぞれの御専門の分野の学識経験を生かして活発な議論をお願 いいたしま す。
食品のリスク評 価は国の内外 を問わずに強 い関心が寄せ られており ます。専門委 員の仕
事は食品の安全を 支える重要か つ意義深いも のだと思いま す。専門委 員の先生方に おかれ
ましては、国民の 期待に応える べく、適切な 食品健康影響 評価を科学 的に、かつ迅 速に遂
行すべく御尽力をいただけますよう重ねてお願い申し上げまして、挨拶 といたしま す。
○村上座長

佐藤委員長、ありがとうございました。

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10 0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

配付資料の確 認の前に、本 日、５月より クールビズ ということで 服装の

軽装を励行させて いただいてお りますので御 理解いただき ますよう、 よろしくお願 いいた
します。
それでは、配付 資料の確認を させていただ きます。本日 の配付資料 は、議事次第 、座席
表、専門委員名簿のほかに16点でございます。
資料１－１～１－４まで、資料２、資料３、資料４。
参考資料につきましては、参考資料１～９まで準備をしております。
不足の資料はございませんでしょうか。
なお、これまで の評価書及び 参照文献は、 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 のいすの上に ファイルと一 部はタブレッ 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、議事「（１）専門委員紹 介」について、事務局 から専門委員 の紹介
3

をお願いいたします。
○田中課長補佐

このたび、４ 月１日付で専 門委員の一部 改選が行わ れました。私 のほう

から改選に係る専 門委員の先生 方のお名前を 五十音順に御 紹介させて いただきます ので、
よろしくお願いいたします。
高尾昌樹専門委員でございます。
筒井俊之専門委員でございます。
中村桂子専門委員でございます。
中村優子専門委員でございます。
中村好一専門委員でございます。
福田茂夫専門委員でございます。
水澤英洋専門委員でございます。
山本茂貴専門委員でございます。
ありがとうござ いました。な お、堂浦克美 専門委員、眞 鍋昇専門委 員は本日御欠 席でご
ざいます。
また、本日は食 品安全委員会 から佐藤委員 長、熊谷委員 の２名に御 出席をいただ いてお
ります。
最後に事務局の紹介をさせていただきます。
姫田事務局長事務局でございます。
鋤柄評価第二課長でございます。
髙﨑評価調整官でございます。
大谷評価専門職でございます。
大快係長でございます。
大西技術参与でございます。
小山技術参与でございます。
そして、私が課長補佐の田中でございます。どうぞよろしくお願いい たします。
以上です。
○村上座長

続い て、議事「（２）専門委員の運 営等について」に つきまして、事務 局から

説明をお願いします。
○鋤柄評価第二課長

評価第二課長でございます。

お手元の資料１ －２「食品安 全委員会専門 調査会運営規 程」と資料 １－３「食品 安全委
員会における調査 審議方法等に ついて」の資 料をお願いい たします。 これらの資料 に従い
まして、概要をお話しさせていただきます。
資料１－２、運 営規程でござ います。第２ 条にございま すように、 １枚めくって いただ
きますけれども、 食品安全委員 会では別表の 各調査会がご ざいます。 本プリオン専 門調査
会は下から３番目 にございます が、右側の欄 にまいりまし て、プリオ ンの食品健康 影響評
価に関する事項について調査審議することが所掌事務となっております 。
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１枚目に戻って いただきまし て、２番目の ところでござ いますが、 各専門調査会 に属す
る専門委員につき ましては、先 ほど委員長の ほうからお話 がございま したとおり、 既に指
名がされているところでございます。
３番、専門調査 会の座長でご ざいますが、 既に村上委員 が互選によ り座長に選任 されて
おります。
５番の座長代理 でございます が、座長から 山本専門委員 、水澤専門 委員が指名さ れてお
りますので、引き続きよろしくお願いいたします。
次に資料１－３ をお願いいた します 。調査審議方 法等について でございます が、
「１

基

本的な考え方」に ございますよ うに、食品安 全委員会が行 う食品健康 影響評価につ きまし
ては、その時点に おいて到達さ れている水準 の科学的知見 に基づき、 客観的かつ中 立公正
に行わなければならないと規定をされております。
こういったこと から、その後 に続けて書い てございます ように、調 査審議等に用 いられ
る資料の作成に学 識経験者、専 門委員が密接 に関与してい る場合等、 中立公正な評 価の確
保の観点から、委 員会または専 門調査会にお ける調査審議 に参加する ことが適当で ない場
合が想定されると いうことで、 具体的に２番 のところに委 員会、専門 調査会につい て次に
掲げる場合に該当 するときは調 査審議に参加 させないとい うことで、 ①～⑥までが 規定さ
れております。
また、これらの 規定に関係し まして、２ペ ージ目の（２ ）のところ で、委員等は 任命さ
れた日から起算し て過去３年間 において、
（１ ）に掲げる場 合に該当す ると思われる 事実の
有無を記載した確認書というものを既に出していただいているところで ございます 。
（３）にござい ますように、 委員等は任命 された日以降 に（１）に 掲げる場合に 該当す
ることとなったと 思われる場合 には、速やか に委員長宛て にその旨を 記載した確認 書を提
出することとする ということに なっておりま すので、その ような場合 には取り扱い のほう
をよろしくお願いいたします。
以上、概要のみでございますが、御説明いたします。
○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）
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○村上座長

ありがとうございます。

続いて、議事（ ３）に入りま す前に、事務 局から平成28 年度の食品 安全委員会運 営計画
についての説明があるとのことですので、よろしくお願いいたします。
○鋤柄評価第二課 長

資料が前 後いたします が、資料１－ １をお願い いたします。 平成28

年度食品安全委員 会の運営計画 について、主 に昨年からの 変更点を中 心に御説明を させて
いただきます。
２ページ、「第１

平成28年度 における委 員会の運営の 重点事項」で は、（２）に2 7年と

同様に５つの柱を 立てておりま す。このうち 、「①食品健 康影響評価の 着実な実施」 では、
より迅速かつ信頼 性の高い新た な評価方法に ついて、本年 ４月から新 たに評価技術 企画ワ
ーキンググループ を設置し、海 外の評価機関 の動向等も踏 まえつつ、 検討を開始す ること
等を追記しております。
「②リスクコミ ュニケーショ ンの戦略的な 実施」では、 昨年５月に 企画等専門調 査会で
「リスクコミュニ ケーションの あり方につい て」の報告書 を取りまと めましたので 、これ
を踏まえてリスコミを進めてまいります。
２ページ目の下 から「 第２

委員会 の運営全般 」では 、次のペ ージにまいり まして、
（３）

食品健康影響評価 に関する専門 調査会の開催 で昨年10月１ 日から薬剤 耐性菌に関す るワー
キンググループ等 、従来、専門 調査会の下に 設置していた 各種ワーキ ンググループ を委員
会の下に設置することとし、専門調査会と同等の位置づけといたしまし た。
「第３

食品 健康影響評価 の実施」では、４ペ ージにまいり まして、
「２

評価ガ イドラ

イン等の策定」で先 ほど御説明い たしました 評価技術企画 ワーキンググ ループを立ち 上げ、
QSAR等の新たな評 価方法等の検 討を行うとと もに、遺伝毒 性発がん物 質の評価に関 するガ
イドライン作成のための検討等を開始することとしております。
３の「（２）『自 ら評価』の実 施」につきま しては、平成 27年度まで に選定された 案件の
うち、①鉛及び② フモニシンに ついて調査審 議を行うほか 、新たに③ としまして、 アレル
ギー物質を含む食 品について国 内外の科学的 知見を収集・ 整理し、評 価方法も含め た総合
的な検討を開始することとしております。
５ページの「第 ４
５

食品健康 影響評価の結 果に基づく施 策の実施状 況の監視」及 び「第

食品の安全性 の確保に関す る研究・調査事業の推 進」につ きましては 、27年度と 同様、

適切に進めてまいります。
６ページ、
「第６

リ スクコミュニ ケーション の促進」につきま しては、７ページ にまい

りまして、ホーム ページやFaceb ook等のほか 、昨年５月か ら（４）の 委員会オフィ シャル
プログを立ち上げました。
「（６）意見交換 会」では、特 に次世代を 担う若い世代 に対する波及 効果等の観点 から、
学校関係者を重点対象とすることとしております。
９ページ、
「第７

緊 急の事態への 対処」及び「第８

食 品の安全性 の確保に関す る情報

の収集、整理及び活用」につきましても、引き続き積極的に取り組んで まいります 。
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最後に10ページ でございます が、
「第９

国際 協調の推進」では、平 成27年度は佐 藤委員

長が共同議長を務 められた10月 のEFSA第２回 科学会議をは じめとし、 さまざまな国 際会議
等に参画いたしま した。28年度 につきまして も、現時点で 想定されて おります、こ れら国
際会議等に積極的に参画してまいります。
「（３）海外の食品安全機関 等との連携 強化」では、昨年、EFSAとの 協力文書を改 定強化
したほか、ポルト ガル及びフラ ンスと新たに 協力文書を締 結いたしま した。28年度 もこれ
らの機関との情報交換等を進めてまいります。
以上、平成28年度の食品安全委員会運営計画について御説明いたしま した。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの説明 に対して御質 問等がござい ましたら、お 願いいたし ます。よろし いでし
ょうか。
それでは、議事 （３）に入り ます。まず、 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。最初に起 草委員が検討 の上、作成し ました「Ⅰ ．背景（案）」、「Ⅲ．
BSEの現状（案）」 及び「Ⅳ．日 本におけるBS E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 が行われ、その後、質疑応答が行 われました。次 いで、審議の結 果、
「Ⅰ．
背景（案）」、「Ⅲ． BSEの現状（ 案）」及び「 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、専門委員の同意が得られました。
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

第97回のプリ オン専門調査 会におきまし て、特定危険部位（SR M）の範囲

の見直しにつきま しては、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19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。５月26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

次に 、前回の専門 調査会の資料 について、調 査会後に一 部修正があり ました

ので、事務局から報告をお願いします。
○大快係長

御報 告させていた だきます。参考資 料８を御覧く ださい。
「Ⅳ．日本に おける

BSEサーベイランス 及び発生状況 」につ きましては 、先ほど 座長から御 説明がござい ました
とおり、前回のプ リオン専門調 査会で御審議 いただいたと ころですが 、今般、１点 追記が
ございましたので御報告させていただきます。
参考資料８の５ ページを御覧 ください 。今回こち らに図３とい たしまして、
「日本 のと畜
月齢と頭数の関係 及びその累積 比率」が新た に記載されて おります。 今回の健康と 畜牛の
検査の廃止に係る 審議に当たっ て、一般情報 といたしまし て、日本に おけると畜月 齢の分
布を示したもので ございます。 なお、日本に おきましては 、2013年以 降、48か月齢 超の牛
を対象とした検査が実施されているところでございます。
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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した。

ただいまの説明 について御質 問、御意見が ございました ら、お願い いたします。 本日は
後ろのところにマ イクを持って 職員が待機し ておりますの で、遠慮な く手を挙げて 御質問
をお願いいたしま す。いかがで しょうか。よ ろしいでしょ うか。追記 があったとい うこと
です。
それでは、審議に 入りたいと思 います。今回 は骨子案に基 づき、起草委 員の先生方に「Ⅴ．
非定型BSEについて （案）」、「Ⅵ ．変異型クロ イツフェルト ・ヤコブ病 （vCJD）（案）」及び
「Ⅶ．食品健康 影響評価（案）」を 作成いただき ました。こ れらについ て順番に審議 を行い
たいと思います。
まず、資料２「 Ⅴ．非定型BSE について（ 案）」について 、起草委員 の先生方に御 検討を
いただいておりま すので、事務 局及び個別の 知見につきま しては横山 専門委員より 説明を
お願いいたします。
○大快係長

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「Ⅴ．

非定型BSEについて（案）」について取りまとめております。
１ページの１行 目を御覧くだ さい。こち らには「 非定型BSEと は」といた しまして 、非定
型BSEがProteinase Ｋ処理実験 において、定 型BSEとは異な るウエスタ ンブロットの バンド
パターンを示すこ と。また、そ のパターンに よってＬ、Ｈ の２種類が あることが記 載され
ております。
12行目以降から 知見が整理さ れております 。「１．非定 型BSEの発生 状況」を御覧 くださ
い。ECのTSE のための反す う動物のモニ タリング及び 検査に関す る報告書 、こちらは いわゆ
るTSEレポートと呼 ばれるもので ございます が、OIEが公開 している各国 別のBSEの発 生状況
並びに食品安全委 員会がこれま でに評価を行 った国におけ る発生状況 から整理した 世界の
非定型BSEの発生頭数は、２ページ目の表８のとおりでございます。
１ペー ジ目 に戻っ ていた だき まして 、18行 目でご ざい ます。20 01～201 5年 の非定 型BSE
の発生頭数はH-BSE とL-BSEとも にそれぞれ毎 年数頭で推移 しておると いうこと。こ ちらに
つきましては、３ページ目の図４、図５に記載されております。
４ページを御覧 ください。「（ １）日本にお ける発生状況 」でござい ます。日本に おいて
は、これまで1,602万4, 200頭の牛を 対象にBSE検 査が実施され ており、2016年４ 月現在、２
例の非定型BSEが確認されております。
５行目以降は、 これらの個別 のケースの詳 細が記載され ております 。このうち、2 3か月
齢で確認されまし た１頭につき ましては、マ ウスでの継代 実験によっ て感染性が認 められ
なかったことから 、2012 年12月評価書 におきまして は、BSE /JP8の人へ の感染性も無 視でき
ると判断している旨が記載されております。
14行目になりま すが、２歳齢 以上の牛100 万頭当たりの 非定型BSEの 発生頻度は、 年当た
りL-BSEは0.07頭となり、H-BSEは日本では確認されていない旨も記載さ れておりま す。
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「（２）EU における発生 状況」を 御覧ください 。2001年か ら2014年ま でのEU28か国 におけ
るBSE検査頭数は１ 億1,256万2,6 14頭と報告 されておりま す。そ のうち 、2003年～201 4年ま
でに確認された全 てのBSE検査陽 性牛につき ましては、型 判別検査が実 施されており 、100
頭が非定型BSE陽性 とされており ます。2001 年及び2002年 においても10 頭の非定型BS E陽性
牛が確認 され ており ます。 なお 、2015年 以降 では、20 16年 ４月末 までに ３頭 の非定 型BSE
が確認されております。
25行目に行って いただきまし て、ここから はEUにおける 各機関にお ける見解を記 載して
おります。EFSAは2 014年に公表 した科学的意 見書において 、これまでE Uにおいて検 出され
たH-BSEとL-BSEの 症例はほとん ど８歳以上と 高齢であるこ と、及び有 病率が明らか に低い
ことは、非定型BSEが孤発性に発生している可能性を示唆していると報 告しておりま す。
30行目、ECは2016 年に公表した TSEのための 反すう動物の モニタリン グ及び検査に 関する
報告書において、EU において2003 年～2014年 までの間に確 認された非定 型BSE症例は 全て６
歳齢以上 、最 若齢の 症例で も75か 月齢で あっ たとて おりま す。ま た、２ 歳齢 以上の 牛100
万頭当た りの 非定型BS Eの発 生頻 度は、 それぞ れの加 盟国 におい て年当 たりは ０～0.6 1頭
（H-BSE）、０～0.26頭（L-BSE）の 間に収まると しており、また、EU全 体においては ２歳齢
以上の牛100万頭当 たりの非定型 BSEの発生頻 度は年当たり H-BSEは0.07 頭、L-BSEは0 .08頭
であるとしております。
フラン スに おける20 01年 ～2007 年まで の８歳 超の牛 100万 頭当た りの発 生頻 度に関 しま
しては、年当たりH -BSEは1.9頭 、L-BSEは1.7 頭であったと する報告が ございます。 なお、
平成26年度におけ る我が国の８ 歳超の牛のと 畜頭数は 、７万7,36 0頭であり 、全と畜 頭数の
6.7％でございます 。こちらは先 ほどお見せ いたしました 「Ⅳ．日本に おけるBSEサ ーベイ
ランス及び発生状 況」、参考資料 ８の５ページ の図３にお示 ししたもの からもわかる 数字で
ございます。
ECにおいても非 定型BSEについ て、低 頻度かつ定常 的な発生状 況、均 質な地理的分 布及び
高齢で確認される ことから、孤 発性の疾患で あることを示 唆しており ます。なお、 報告書
に記載さ れて いる検 査区分 ごとの 非定型 BSEの 発生状 況に基 づいて 算出 した区 分ごと の割
合は、健康と畜牛 が33.6％、死 亡牛が59.4％ 、緊急と畜牛 が5.9％、臨 床症状牛が1. 1％と
なっております。
５ページの「２ ．非定型BSEプ リオンの感 染性」を御覧 ください。非 定型BSEプリ オンの
人への感染性に関 連する知見と しては 、ヒトPrPを発 現するトラ ンスジェニッ クマウス 、ま
たはサルを用いた 経口投与実験 または脳内接 種実験が報告 されておりま す。非定型BS Eプリ
オンの食品を介し た人の健康に 及ぼすリスク を検討するに 当たっては 、経口投与実 験によ
る知見がより実状を反映しているものと考えられると記載されておりま す。
脳内接種実験が プリオン研究 に必要不可欠 であることは 言うまでも ないが、例え ば、投
与経路が脳内接種 である感染実 験では、定型B SEプリオンの 経口投与に よる牛の１ID 5 0が脳
内接種に よる牛 の10 5 . 5ID 5 0に 等しい ものと する報 告があ るように 、経口 投与実 験と比 較す
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ると投与量当たり の動物への感 染性に大きな 乖離が見られ 、この点に おいて食品を 介した
暴露実態を必ずし も反映するも のではないと いった内容が 記載されて おります。そ こで、
ヒトPrPを発現する トランスジェ ニックマウ ス及びサルへ の感染性に係 る知見を、経 口投与
と脳内接種に分けて（１）及び（２）に整理されております。
これ以降の個別 の知見につき ましては、冒 頭に座長から もございま したとおり、 横山専
門委員に御説明いただきたいと思います。横山専門委員、よろしくお願 いいたしま す。
○横山専門委員

続きまして、 横山より、個 々の実験につ いて概略を お話しさせて いただ

きます。
経口投与実験は 主にサルの実 験となります。ま ず、非定型BSEに つきましては、ネ ズミキ
ツネザルです。こ の実験動物に 対する経口投 与実験が行わ れています 。28か月まで は認め
られなかった。潜 伏期がこれは3 0か月だった と思いますけ れども、発 症が認められ ていま
す。これが経 口投与ではL -BSEはが伝達 したという 、公表さ れた論文で は唯一のもの となり
ます。
その次のパラグ ラフとなりま すけれども、 我が国でもカ ニクイザル に対して国内 で認め
られたL-BSEの感染 実験が行われ ていますが、３年目まで臨 床症状が認 められなかっ たとい
う中間報告というか、途中経過が示されています。
３番目の段落に なりまして、 まだこれは論 文という形で は公表され ていませんの で、詳
細は不明ですけれ ども、同じくマ カク属のサ ルに経口投与 としてL-BSE が伝達したと いうこ
とがヨーロッパの ほうでも確認 をされている という情報が 得られていま す。H-BSEに ついて
はこれまでのところ、経口投与に関する実験の報告等はございません。
続きまして、脳 内接種試験。 これは遺伝子 改変マウスと サルの２つ の事象が含ま れてい
ます。
参考資料３と４ を準備してい ただいていま すので、まず は３のほう ですが、表が 遺伝子
改変マウスに関す る実験、裏の ほうがサルに 関する実験に となります 。トランスジ ェニッ
クマウスの実験の 話をする前に 、遺伝子改変 動物は大きく 分けて２種 類ございます 。参考
資料３の左のほうから５列目当たりに、接種動物の中にTg、Kiという表 記がござい ます。
まず、Tgという表 記のマウスは ヒトのPrPを 過剰発現した マウスとい う遺伝子改変 マウス
になります。×６、×４、 約１という ような表記 に、その隣 に発現量と なっていま すけれ
ども、それは導入した 遺伝子によるP rPの発現量 の違いを示し ています。一方、その ほかの
Kiという、これは ノックインと いう単語の略 称となります けれども、 マウスのプリ オンタ
ンパク質遺伝子を そのままヒト のプリオンタ ンパク質遺伝 子と入れ替 えた動物とな ります。
したがって、Kiのほ うは、マウスは自 然の状態でヒ トPrPを発現 している動物、Tg のほう
は、発現量はここ に示されたと おりですけれ ども、多くの 外来遺伝子 が導入されて います
ので、副次的な影 響の可能性も 否定できない というような 動物と考え ていただけれ ばと思
います。
この中 で、 ヒトに はいろ いろな プリオ ンタ ンパク 質の遺 伝子多 型がご ざい ますが 、129
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番目がメチオニン のタイプです 。それが導入 されたマウス がTg650、Tg 40、一番下の Tg340
というものです。 相同入れ替え の場合には、 129番目のも のがメチオニ ン/バリン、 そのヘ
テロなもの、バリン/バリンのものというような３種類の実験動物が使 われています 。
L-BSE、接種した プリオンは一 番左側の列 にございます けれども、６ 倍のヒトPrP を発現
する動物は一番上 の４つほどの 成績になりま すけれども、 １世代目で9 /9から7/7と いうよ
うに100％の発症率 で伝達が認め られていま す。発現 量が少し低 頻度になった もの、その真
ん中当たりに黒い 線で示されて いますTg40と いう動物です けれども、こ こでは9/15で すね。
L-BSEは２回実験が 行われていま すけれども 、約60％の発 症率で伝達が 認められてい ます。
このことから脳 内接種、これ の対比としま して、従来型 BSE、C-BSE の感染実験の 項目、
６倍のほうを御覧 ください。参 考のところに １世代目で1/ 6、2/6、1/4 、0/5という ような
形で、伝達はするけれ ども、100％の動物 が発症してい るわけでは ないというこ とから、脳
内接種という条件 はつきますが 、ヒト型マウ スはC-BSEに 比べて、L-BS Eに対して感 受性で
あるということがわかります。
H-BSEに関しまし ては、一番上の×６の ５～７行目に 成績がござい ますけれども、１世代
目の伝達は成立し ていません。 一番下から３ つ目、H-BSE をTg340に接 種した動物が います
けれども、ここでも0/6ということで、Tgマウスへの伝達が成立してい ません。
次にノックイン マウスの成績 となりますけ れども、真ん 中の青で囲 ってあるとこ ろがそ
の成績となります。L-B SE、C-BSE、その下に あります参考 のためのC-BS Eともに14～2 4匹の
動物に接種してい ますけれども 、いずれも伝 達が成立して おりません 。ノックイン マウス
では従来型BSEも非 定型BSEも伝 達が成立して いないという ことが報告 されています 。同じ
く、このマウスはv CJDに対して は高感受性を 示す、100％ の伝達率を示 すということ から、
彼らは非定型BSEに も種の壁が存 在するとい うことを考察 しています。伝達試験のサ ルとト
ランスジェニックマウスに関しては以上のとおりです。
続きまして、先 ほどの資料２ では次の項目 となりますけ れども、「３ ．現行のSRM 以外の
部位の摂食による リスクに係る 知見」につい て、お話をさ せていただ きます。こち らも参
考資料４で説明を させていただ きます。この 表はドイツ、 イタリア、 英国、カナダ 、アメ
リカ、日本で行わ れた非定型BSE に関する結 果をまとめた ものとなって います。この うち、
我が国における成 績につきまし ては、動物衛 生研究所の私 どものグル ープと福田専 門委員
の北海道畜産試験 場のグループ の実験成績と なってござい ますことを 御承知おきく ださい。
極力公正な立場で御紹介したいと思います。
まず、我が国のL-BSE を脳内接種し た牛の実験 について、お話を いたします。２番 目のカ
ラムとなりますけ れども、この 実験で末梢神 経からプリオ ンが検出さ れるというこ とを報
告いたしました 。接種15か月 、この10 、12、1 6の（－）、
（＋）、
（＋）と ありますけれ ども、
16か月が臨床症状 期となります 。12か月も臨 床症状が認め られている というような 時期で
す。この時期に末 梢神経からプ リオン、また は異常プリオ ンタンパク 質が検出され るとい
うことを報告いた しました。マ ウスへの伝達 試験から、こ の末梢神経 に蓄積するプ リオン
11

の量は中枢神経系と比べて約1,000分の１であるという推定を行ってい ます。
続きまして、２つ下 になりますけ れども、H-BSEの実 験感染。その前 に１枚めくっ ていた
だいて、今の成績 のまとめを別 紙１という形 で一覧表に記 載してござ います。接種 後10か
月はほぼ中枢神経 系、一部の末 梢神経に限局 していますけ れども、12 ～16か月にな ると中
枢神経系に加えて 多くの末梢神 経でプリオン が蓄積してい く、検出さ れるというこ とがお
わかりかと思いま す。この実験 では、脾臓で あるとかリン パ節には、 プリオンは検 出され
ませんでした。
続きまして、先 ほどのH-BSE、 一番右側でO kada H（2011 ）という論 文の紹介がさ れてい
る項目となります 。これ は我が国ではH -BSEの発生は 確認されて いませんので 、この 材料は
カナダで確認され たH-BSE材料を 輸入したも のを国内で感 染実験を行っ た結果です。ここに
記載されています とおり、調べ ている３頭は 全て臨床症状 期における プリオンの分 布を調
べたものです。これを 別紙２で成績 を見ていただ きたいと思い ます。IHC、ウエスタ ンブロ
ットというような ２つの方法で 、この３頭の 解析を行って います。一 部は両方の検 査で認
められているもの 、また、一部 は片方の検査 だけで認めら れているも のもございま すけれ
ども、どちらかの 検査でプラス のものは、プ リオンまたは 異常プリオ ンタンパク質 がそこ
に存在すると考えていただければと思います。
ここでおわかり のように、Ｈタ イプの非定 型BSEでも広範 な末梢神経 でのプリオン の蓄積
が、少なくとも臨 床症状期末期 には認められ るということ がおわかり かと思います 。ここ
では蓄積量につい ては明確な記 載はしません でしたのが、 このウエス タンブロット という
のは100mg等量の組 織を検査に用 いています 。通常 、脳では 50～100μg 等量で検査を 行いま
すので、同じプラ スと言っても 中枢神経系の プラスに比べ て極めて少 ない量のプリ オンが
蓄積しているとい う結果と読ん でいただけれ ばと思います 。こちらの Ｈタイプのほ うでも
先ほどと同様に、 リンパ組織か らはプリオン または異常プ リオンタン パク質は認め られま
せんでした。
続きまして、今 度は外国の実 験感染例とな りますけれど も、まず、 イタリアの例 を紹介
いたします。一番上のカ ラム、Lo mbardi Gという論文 。一番 下から２つ 目にSuardi S e t.al.
という、ここは同 じ牛を解析し ていますので 、あわせてお 話をさせて いただければ と思い
ます。
L-BSEの脳内接種 牛には、臀部 から後肢にか けて筋委縮が 認められた というのが一 番最初
の報告、上の段の 報告となりま す。その牛を 詳細に検出感 度の高い方 法で調べると 、その
結果が別紙３です 。行ったり来 たりで申しわ けありません 。別紙３の 結果となりま す。こ
こは実験感染牛、 これは脳内接 種牛ですけれ ども、それと あわせてイ タリアでの野 外発生
例、自然発生例も あわせて検査 しているとい うところが、 この論文の みそになるか と思い
ます。ど ちらも分 布の部 位は違 いますけ れども 、中枢 神経系に 加えて 筋肉組 織からPrP S c、
異常プリオンタンパク質を検出しているというのがこの結果となります 。
こちら は別 紙４で 御紹介 したい と思 います けれど も、こ れは アメリ カで行 われた H-BSE
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の脳内接種牛にお けるプリオン の検出、異常 プリオンタン パク質を免 疫組織学的に 検出し
た結果です。この例では 、ほぼ中枢 神経系、網膜に限ったP rP S cが検出 されていると いうこ
とがおわかりかと思います。
先ほど から末梢 神経の PrP S c量 を1,000分 の１で あると か、極 めて少 ないとい うよう なお
話をしましたけれ ども、やはり これが検査方 法によって、 どこで線引 きをするかと いうよ
うな形でプラスマ イナス、この 別紙４の成績 が示すように 微量なもの は恐らく末梢 のほう
にも分布するのだ ろうけれども、非定型BSEで も大半のプリ オンまたは 異常プリオン タンパ
ク質は中枢神経系に蓄積していることを示していると考えます。
先ほどの参考資 料４の大きい 紙に移ってい ただきまして 、裏のペー ジに、これは イギリ
スで行われた実験 結果が論文と してまとめら れています。 この論文自 体には末梢組 織にお
ける分布の記載は ないのですが 、備考のとこ ろに示されて いるように 、EFSAジャー ナルの
2014という非公表 データの中に この牛たちの 解析の結果が 示されてい て、その備考 の示さ
れているような一 部の筋肉組織 で異常プリオ ンタンパク質 が検出され たというよう な報告
が示されています。
今お話ししたよ うに、数は牛の実験 も限られてい ますけれども 、L-BS Eに関しまし ては実
験感染例と野外例 が調査されて いるというこ と、H-BSEにつ いては実験 感染例のみの 体内分
布が調べられているということをまず御承知おきください。
それを前提にし ますと、L-BSE 、H-BSEとも にプリオンは 中枢神経系 、末梢神経及 び神経
節、筋肉、副腎、 網膜に認めら れますと。こ れは従来型BS E、C-BSEの 末期の分布で もポジ
ティブな陽性と認 められた組織 であるという ことが言えま す。一方、非定型BSE では、これ
までの検査でリン パ節や消化管 からのプリオ ンの検出がな いというこ とは、こちら は従来
型BSEでは幾つかの 扁桃であった り、回腸のパ イエル板等で プリオンが 検出されたと いう報
告がございますけ れども 、非定型BSEで はこれまでの ところ 、そういっ たところは見 つかっ
ていないというのが、これまでの実験結果となります。
以上でよろしいでしょうか。
○大快係長

横山専門委員、ありがとうございました。

御説明いただき ました知見を 文章の形に落 としたものが、資 料２の「Ⅴ．非定型BS Eにつ
いて（案）」の５～９ページまでに記載されております。
９ページの32行 目を御覧くだ さい。
「４．まとめ」でご ざいます。こち らにつきまし ては、
横山専門委員に御 説明いただい た部分も含め まして、これ までの部分 をまとめたも のが記
載されております 。こちらにつ きましては、 これまでの説 明と一部被 る部分もござ います
が、私のほうから読み上げさせていただきます。
４．まとめ
ECのTSEのための 反すう動物の モニタリン グ及び検査に 関する報告書 、OIEが公開 してい
る各国別のBSEの発 生状況、並び に食品安全委 員会がこれま でに評価を 行った国にお ける発
生状況から整理し た非定型BSEの 発生頭数は、全世界で124 頭であった（2 016年４月末 現在）。
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世界における200 1年～2015年 のBSEの発生 状況を見ると、全てのBSE
（ 定型及び非定 型BSE）
の発生は、2002年以降 発生頭数が大 幅に減少して いるが、そのうち、非 定型BSEの発 生頭数
はH-BSEとL-BSEと もにそれぞれ 毎年数頭で推 移している。 また、その 発生頻度は、E U全体
においては、２歳齢以 上の牛100万頭 につき、年あたり H-BSEは0.07 頭、L-BSEは0.09 頭であ
るとされている 。なお、日本において は、これま で２頭のL-BS Eが確認され ており、２歳以
上の牛100万頭につき、年あたりL-BSEは0.07頭であり、H-BSEは確認さ れていない。
EFSA又はECは、 科学的意見書 又は報告書に おいて低頻度 かつ定常的 な発生状況、 均質な
地理的分布及び高齢で確認されることから、孤発性の疾患である可能性 を示唆して いる。
非定型BSEプリオ ンの人への感 染性に関連 する知見とし て、ヒトPrP を発現するト ランス
ジェニックマウス 又はサルへの 感染実験が報 告されており 、投与経路 としては、主 として
経口投与と脳内接種が実施されている。
非定型BSEプリオ ンの食品を介 した人の健 康に及ぼすリ スクを検討す るに当たって は、経
口投与実験による知見がより実状を反映しているものと考えられる。
脳内接種実験が プリオン研究 に必要不可欠 であることは 言うまでも ないが、経口 投与実
験と比較すると、 投与量当たり の動物への感 染性に大きな 乖離が見ら れ、この点に おいて
食品を介したばく露実態を必ずしも反映するものではない。
H-BSEの感染実験 の知見につい ては、ヒトP rPを発現する トランスジ ェニックマウ ス又は
サルへのH-BSE感染 牛脳ホモジネ ートの経口 投与実験によ る知見は報告 されていない 。一方、
カニクイザルへの 脳内接種実験 においても、 伝達は認めら れなかった との報告があ る。ま
た、ヒトPrPを過剰 発現又は野生 型マウスの 内在性PrPの発 現レベルと 同程度に発現 するト
ランスジェニック マウスへの脳 内接種実験に おいても、伝 達は認めら れなかったと の報告
がある。これ までに 、疫学的にvC JDを含む人 のプリオン病 とH-BSEとの 関連を示唆す る報告
は得られていない。
L-BSEの感染実験 の知見につい ては、カニク イザルへの経 口投与によ る伝達は認め られて
おらず、実験継続 中としている 報告がある一 方、伝達が認 められたと する報告もあ る。一
方、ネズミキ ツネザルへ のL-BSE感染牛 脳ホモジネー トの経口投 与によって 、伝達が 認めら
れたとの報告もあ る。なお、脳内接種実 験による知見 については、ヒト PrPを野生型 マウス
の内在性 PrPの 発現レ ベルと 同程度 で発 現する トラン スジェ ニック マウ スへの 伝達が 認め
られたとの報告が ある一方、伝 達が認められ なかったとの 報告もある 。また、カニ クイザ
ル又はネズミキツ ネザルへの脳 内接種によっ て伝達が認め られたとの 報告（うち１ つは脳
内及び扁桃腺接種）が ある。また、ヒトPrPを 発現するトラ ンスジェニ ックマウスへ 伝達が
認めらなかった知 見においては、同じ実験を ウシPrPを発現 するトラン スジェニック マウス
を用いて行った結 果伝達が認め られたことか ら、著者らは 、反すう動 物と人の間に は明ら
かな種間の障壁（いわゆ る「種間バリア」）が存 在すると考察 している。なお、これ までに
疫学的にvCJDを含むプリオン病とL-BSEとの関連を示唆する報告は得ら れていない。
非定型BSE感染牛 由来のSRM以 外の組織の実 験動物への経 口投与実験 の報告は見ら れない。
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L-BSEに ついては 、無症 状の牛 の末梢 神経、副 腎又は 筋肉にP rP S cの 蓄積が認 められ たこ
とが報告されてい る。また、これら末梢 組織を、ウシPrPを 発現するト ランスジェニ ックマ
ウスに脳 内接種す ること によっ て、PrP Sc の伝達 が認め られたと する報 告があ る。しか し、
これらの研究にお いて、末梢神 経組織につい ては、その感 染価が延髄 閂部の1/1000 より低
いものと推定が得 られており 、筋肉に ついては 、ウシPrPを 過剰発現す るトランスジ ェニッ
クマウスを用いる 高感度の試験 系によって低 率での伝達が 認められた とするもので ある。
また、臨床症状を 呈する牛につ いては、H-BS EとL-BSEとも に、末梢神 経組織及び筋 肉の一
部に異常プリオン の蓄積を認め たとする報告 がある一方、 末梢組織で の蓄積が認め られな
かったとする報告もある。
以上でございます。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの説明について、御質問、御意見がございましたら、お願い いたします 。
○熊谷委員

筋肉 なのですけれ ども、先ほど 横山専門委員 が御説明い ただいたとお りで、

牛プリオンが過剰 発現するトラ ンスジェニッ クマウスを用 いて、その 感染価を調べ ている
のですけれども、 これは11ペー ジに文章化し てありますよ うに、大変 高感度の試験 系であ
るということ。もう 一つは、この 場合も末梢神 経の横山専門 委員たちの 仕事と同じよ うに、
脳組織も調べてい るわけですね 。それに比す れば、潜伏期 間もかなり 長いですし、 感染発
病したマウスの数 もそれに応じ て少ないとい うことがあり ますので、 そのことも簡 単にこ
こに記載をするという考え方はどうでしょうか。
どういうふうに それを書くか はまだ練って いないのでわ からないの ですが、つま り、11
ページで、
「し かし、これ らの研究にお いて、末 梢神経組織に ついては 、その感染価 の延髄
閂部の1/1000より 低い」という 推定ですね。 筋肉について も、これは 数値としては 言えな
いですけれども、 低いことは間 違いありませ ん。ただ、そ んなのは当 たり前という ことで
あれば、記載する必要はないだろうと思いますが、いかがなものでしょ うか。
○村上座長

あり がとうござい ます。ただい まの御発言に 対して補足 あるいは御意 見はご

ざいませんでしょうか。お願いいたします。
○横山専門委員

今の熊谷委員 の御指摘です けれども、11 ページの19 行目にありま す「低

率での伝達」という 、ここが恐ら く1/7とか1/9 の伝達率を示 していると いうことです よね。
○村上座長

その 部分にもう少 し明確に書き 込むかという ことなので すけれども、 いかが

でしょうか。御意見はございませんか。
○横山専門委員

まとめに近い 文章なので、余り1/7とか1/ 9というよう な数字を入れ ずに、

この「低率で」と いうような意 味合いのほう が一般的かな という気が しますけれど も、ど
うでしょう。
○熊谷委員

数値 を入れる必要 はないと思う のですれけれ ども、少な くとも脳組織 もここ

の同じ実験で調べ ているわけで すから、修飾 語を入れるか どうかはと もかくとして 、それ
より低いことは確 かですので、 ただ、それが 当たり前だろ うと言われ れば、確かに 当たり
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前とも思えるので、どうかということなのです。
○村上座長

ほかの先生方はいかがでしょうか。お願いします。

○水澤専門委員

まとめの11ペ ージではなく て、９ ページのとこ ろに今の5/7 とか、そうい

うことが書いてあ る。1/1,000という のはないの ですけれども、こ このことです よね。これ
で差があるという のはわかりま すかね。９ペ ージの15行目 の段落はか なり詳しく書 いてあ
ります。これくらいの記載ですと、どうでしょうか。いいような気もし ます。
○村上座長

どうぞ。

○山本専門委員

水澤専門委員 がおっしゃる ように、９ペ ージの15行 目からの段落 には、

18行目「感染性を 調べた研究に おいては、脳 組織について は５匹中５ 匹」と脳組織 は書い
てあって、さらに 背最長筋組織 については潜 伏期間が長い ということ も書かれてい るよう
に思います。まとめのところにないということを熊谷委員は指摘をされ たと。
○水澤専門委員
○熊谷委員

ここのところに1/1,000と入れるということでしょうか。

1/1,0 00を入れられ ませんので、これはそこま でやってい ませんので入 れられ

ないのですけれど も、少なくとも 脳組織には がんがんたま るのだけれど も、平たく言 えば、
筋肉はほとんど無 視できるほど ではないかと いう、先走っ て言うと、 そういうこと なので
す。いろいろと言 ってしまって 済みません。 最終的に最後 まで通して 、それが読み とれる
仕組みになってい れば、よろし いかと思いま す。ですので 、その９ペ ージだけの表 現で、
もしかするとよいのかもしれません。
○村上座長

熊谷 委員の御指摘 は、つまり相 対値をどうい うふうにリ スク評価して いくか

ということに関わ ると思います ので、最終的 な健康影響評 価の段階で 、そこのとこ ろがど
ういうふうに位置 づけられるの かということ もご議論いた だき、足り なければ、つ け加え
ていくというように考えたいと思います。
少し戻りまして、そもそも非定 型BSEの発生 頻度について はどう考え るかというこ とをも
う一度御議論をい ただきたいと 思うのですが 、日本では２ 歳以上の100 万頭当たりの 非定型
BSEの発生頻度が年 当たり、L-BS Eは0.07、EU においてもH- BSEは0.07、 L-BSEが0.09 である
と指摘されていま す。そして、 その位置づけ として、EFSA あるいはEC は、低頻度か つ定常
的な発生状況 、均質な地 理的分布及び 高齢で確認さ れることから 、非定 型BSEの孤発 性の疾
患の可能性を示唆 しております けれども、当 専門調査会と して、どの ように考える か。同
じように考えるか 、どうするか ということに ついて御議論 をいただき たとい思いま す。い
かがでしょうか。どうぞお願いいたします。
○中村（好）専門 委員

EFSAあ るいはECの考 え方につきま して、感染 症の疫学とい うこと

から考えますと、 確かにそのと おりだと思い ます。我が国 では、まだ ２例だけとい うこと
で、これは関連が あったという ことではござ いませんので 、伝播した ということを 積極的
に裏づける話でも ない。そうい う意味では、 現状としては 関連なく孤 発性に起こっ たとい
う考え方で私はよろしいのではないかと思います。
○村上座長

わか りました。ほ かにございま せんか。今の 点はそうい う考え方でよ ろしい
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ですか。当専門調 査会としては 、そのような 考え方で行く 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。
では、続きまし て、種々の感 染経路での感 染試験がござ います。経 口投与実験に よる知
見がより実状を反 映していると 原案としては 記載され、脳 内接種が食 品を介した暴 露実態
を必ずしも反映す るものではな いとする、そ の立場から記 載されてご ざいますけれ ども、
そういった考え方で進めてよろしいでしょうか。お願いします。
○横山専門委員

もちろん餌を 介したリスク を考える場合 には、経口 感染の結果が 必要な

のでしょうけれど も、今の孤発 性という場合 には、確かに スタート材 料は大量のも のかも
しれないのですが 、脳から始ま るのだろうと いう観点で、 この脳内接 種の実験は見 ること
もできると思います。
○村上座長

科学 的にそれは事 実であるとい うことなので しょうけれ ども、食品の 健康影

響評価として、ど ういう位置づ けにしたらい いかというこ とでの御意 見はいかがで しょう
か。
○横山専門委員

先ほどの孤発 性云々も含め て、この非定 型BSEも食肉 または餌を介 して感

染が成立するリス クについても あわせて考え なければいけ ない。それ を防ぐにはど ういう
観点で考えましょ うかという意 味では、その 経口感染の実 験が非常に 意味を持って くる。
そういう仕分けなのかなと思います。
○村上座長

わかりました。この点についてはいかがでしょうか。よろしいですか 。

○水澤専門委員
○村上座長

脳内接種することはあり得ないです。

それ から、人への 影響を図る意 味で、カニク イザル及び ネズミキツネ ザルへ

のL-BSEの経口感染 という実験が あります。こ ういったもの をどのよう に考えたらい いかと
いうことについて 御意見をいた だきたいので すが、まだオ ンゴーイン グな研究もな されて
いると思いますけ れども、いか がでしょうか 。事実は事実 という考え 方もあるかと は思い
ます。お願いいたします。
○福田専門委員

動物の種の感 受性としての 試験としては 、すごく今 までの参考に なると

思うのですが、一 つ、プリオン 病の潜伏期間 が非常に長い 場合がある ということも 考慮し
ないといけないか とは思います。非定型BSEを 我々が発見し て十数年ほ どしかたって いない
ということを考え ると、もしか したら、もう ちょっと長い 期間で見た ら、何か新し い知見
があるかもしれないというのは危惧するところです。
○村上座長

わか りました。こ の件に関して は、ほかにご ざいません か。霊長類へ の感染

試験の位置づけ、 あるいはそう いった問題を どう捉えるか ということ についての御 意見で
す。
○水澤専門委員

今の点でちょ っと伺いたい と思うのです けれども、 セカンドパッ セージ

等をやったときに 、つまり症状 はない。脳に も病理変化も ないしウエ スタンも例え ば出て
ない。だけれども 、セカンドパ ッセージをや りますと、そ れが今度は 感染が成立す るとい
った実験がありま すね。そういう ことがそれ を指し示して いるように思 うのですけれ ども、
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そういうことではどうなのでしょうか。
恐らくそういう ことが非常に 重要なことで あって、割と みんなが知 っているべき という
か、そのように考 えているので はないかと思 うのです。ま だわからな い部分があり ますけ
れども、それは実 際に含まれて いるかもしれ ない。現在、 例えば実験 をやって、セ カンド
パッセージまでや って、さらにそ れをやると いう実験をす れば、出てく るかもしれな いし、
実際にそういう実 験はございま すよね。やっ ていない実験 については それがわから ないだ
けで、実はそこに ごくごく微量 のプリオンが あるかもしれ ないという 理解だと思い ます。
こういう実験は全 部そうだと言 えますよね。 私はそのよう に理解して はいます。そ の上で
どう考えるかということです。
○村上座長

この 件に関しては 、ほかにござ いませんか。 ないようで したら、もう 一つ、

疫学的に vCJDを 含むプ リオ ン病と 非定型B SEと の関連 をする 報告は 得ら れてい ないと いう
立場から記載をし てございます けれども、こ の点はいかが でしょうか 。非定型に関 して、
よろしいでしょうか。
中村専門委員、お願いします。
○中村（好）専門 委員

現状で は全くそのと おりだと思い ます。あく までも現状で は、と

いうことです。
○村上座長

先ほ どSRM以外の部 位について の御議論があ りましたので 、そのことも 先ほど

のように最終的な 健康影響評価 の段階でどの ようにさらに 追記するか どうかという ことを
もう一度、後で検討をいただきたいと思います。
非定型BSEに関し て、ほかに御指摘、御 質問等はござ いませんで しょうか。お願い いたし
ます。
○水澤専門委員

非常に単純な 質問です。恐 らく横山専門 委員あたり が一番詳しい かと思

うのですが、２ペー ジの表８に世 界各国の非 定型BSEの発生 頭数の状況 が出ているの ですけ
れども、これ で見ますと フランスが結 構多いです 。感染性 の定型のBSE は英国が圧倒 的に多
いわけですけれど も、非定型に関 してはフラ ンスが多い。そ の次がポー ランドでしょ うか。
これは何か説明が あるというか 、理由とかは わかっている のでしょう か。もしそう いうこ
とがわかっていたら、教えてほしいと思います。
○横山専門委員

詳細なところ はわかりませ んとしか言い ようがない のですが、用 いてい

る確定検査の種類 によって違い が出ていた可 能性は否定で きないと思 います。すな わち英
国等では、病理学 的な検査、免 疫染色での異 常プリオンタ ンパク質の 蓄積の有無が 診断と
して対応されてい ましたので、 その１年で閂 部だけの１切 片で定型、 非定型を区別 すると
いうのは非常に難しかったろうなと思います。
それに対してフ ランスなどは ラピットテス ト、市販のキ ットを開発 したような国 ですか
ら、正確的な検査 が随分当初か ら活用されて いて、ウエス タンブロッ トでバンドの 違いを
見るというような ことに着目し ていたという のが一つ原因 としては考 えられますけ れども、
今、レトロスペク ティブにEUの サーベイラン スで非定型の 洗い直しを していても、 その数
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がそれほど変わら ないというこ とからすると 、それだけで は十分には 説明し切れな いのか
なと思います。
○大快係 長

１点補 足させ ていた だき ます。E Uが今 年の４ 月に 公表し たTSEレ ポー ト2014

の中で、2003年～20 14年までに見 つかった全 てのBSEについ て型判別試 験の結果が公 表され
ているのですが、 その中で今、 水澤専門委員 がおっしゃい ましたフラ ンス等を含め 、国ご
とに、Ｈ、Ｌの型別の発生頭数を２歳齢以上の牛の飼養頭数で割った数 字が出てい ます。
そちらにつきま しては、資料２ の４ページ の34行目、全て のそれぞれ の加盟国にお いて、
H-BSEは０～0.61、 L-BSEは０～0 .26の間に収 まるとありま すように、 フランスにつ きまし
ては、H- BSEは0 .09、L -BSEは 0.1、 ポー ランド につ きま してはH -BSEが 0.05、 L-BSE が0.26
となっておりまし て、これらの国 では発生頭 数は多いもの の、飼養頭数 も多くなって おり、
その率で見ると加盟国の中でそこまで多いというわけではないというこ とでござい ます。
○水澤専門委員
○大快係長

英国も同じような値ですか。

英国はH-BSEが0.09、L-BSEが0.14となってございます。

○水澤専門委員

かなり人為的 というか、調 べた頭数によ って違うと いうことです か。母

集団が大きかったという単純な理解でいいのですか。
○大快係長

分母 は検査頭数で はなくて飼養 頭数で出して おりますの で、２歳齢以 上の飼

っている数当たり 何頭見つかっ ているかとい うところでは 、ほかの国 と比べて、そ こまで
大きな差はないということです。
○水澤専門委員

わかりました 。では、バイ オロジカルに は余り関係 なさそうだと いうこ

とでいいでしょうか。ありがとうございました。安心しました。
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、ほか にございませ んでしたら、 次の審議事項 に入りたい と思いますが 、よろ
しいでしょうか。
引き続きまして、「Ⅵ．変異型 クロイツフ ェルト・ヤコ ブ病（vCJD） について（案 ）」に
つきまして、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３ を御覧くださ い。
「Ⅵ ．変

異型クロイツフェ ルト・ヤコブ 病（vCJD）につ いて（案）」です。変異型 クロイツフェ ルト・
ヤコブ病につきま しては、2012 年10月評価書 で一度、知見 を整理して おります。今 回は、
2012年10月評価書 に記載された 内容と、その 後の発生状況 などを主に整 理をしており ます。
最初の部分でvCJD についての説 明を記載して おります 。vCJDは人 のTSEの一つ であり 、現時
点において、直接的 な科学的証拠 は確認され ていないもの の、感染実験 の結果である とか、
分子生物学的性状 の類似、BSEとv CJDの発生数 の推移には関 連性が認め られたことな どから、
BSE感染牛由来の食 品を介して、人に感染する 可能性のある 人獣共通感 染症と考えら れてい
る。しかしながら、現在では、vCJD に対するさ まざまな管理 措置によりBS Eの発生が減 少し、
同様にvCJDの患者 数も減少した 。このため、 これらの管理 措置は、牛 のみならず人 への感
染リスクも大幅に減少させたものと考えられるとされております。
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食品安全委員会 は、2012年10 月評価書にお いて、「人のB SEプリオン への感受性に ついて
は、ヒトプリオン たん白質を過 剰発現するト ランスジェニ ックマウス やサルを用い た感染
実験結果から、牛 と人との間に 種間バリアが 存在すること により、牛 に比べて感受 性は低
い」と判断しておりま す。その後、この評価 に影響を及ぼ すような新た なBSEとvCJD の関連
についての科学的知見は得られていないと記載されております。
その後のvCJDの発生状況について、次から整理されております。
全世界のvCJD患 者発生総数は 、2015 年４月時点で 、英国 国立CJDサー ベイランス研 究所の
報告によれば、全 世界で230例で ある。内訳 は、英国が178 例（輸血に よる感染事例 ３例を
含む）と最も多く 、次いで、フ ランス27例、 アイルランド ４例、イタ リア２例、オ ランダ
３例、ポルトガル ２例、スペイ ン５例、米国 ４例、カナダ ２例、サウ ジアラビア１ 例、台
湾１例、日本１例ということで、全世界で230例となっております。
イギリスでは 、1989年に 牛の特定臓器 、これは 脊髄などです が、下に 注釈がござい ます、
これらの食品への 使用を禁止し ております。 その後、さま ざまな措置 をとりまして 、さら
に1996年には30か 月齢超の牛を 食用とするこ とを禁止して おります。 こちらは2005 年９月
に廃止されており ます。イギリ スにおける患 者発生数の推 移を見ます と、これらの 措置を
講じた結果、2000 年をピークに 患者数は減少 しており、こ れまで1990 年以降の出生 者から
は、vCJD患者は確認されていないということです。
次のページに、 イギリスと世 界各国のイギ リス以外の国 におけるvCJ Dの患者発生 数が記
載されております。
２ページの４行 目から「２． 日本における vCJDの発生」 ということ で、日本にお いては
2005年２月に報告 された１例の みがvCJD患者 ということで 報告されて おります。当 該患者
は1990年にイギリ ス、フランス 、スペインに それぞれ短期 間渡航経験 がある男性と いうこ
とで、感染経路に 関する調査の 結果、フラン スや日本での 感染も否定 できないが、 イギリ
スにおける感染の蓋然性が高いと結論づけられているとのことです。
14行目から「３ ．vCJDの感染 に対する遺伝 子特性」にな ります。プ リオンタンパ ク質遺
伝子多型により、129番 目のアミノ酸（コ ドン129）には、メチオニ ン/メチオニ ン型、メチ
オニン/バリン型、 バリン/バリ ン型、それぞ れMM型、MV型 、VV型があ り、このアミ ノ酸多
型がvCJDの発症リ スクに関係す る可能性が示 唆されている 。これまで イギリスで報 告され
ているvCJD患者の 遺伝子型は１ 例を除きMM型 であり、この 遺伝子を有 する人はその ほかの
型の人に比べてvCJ Dの潜伏期間 が短いか、感 受性がより強 いか、また はその両者で あると
考えられている。
他方、人のプリ オン病である クールーでは 、MV型は発症 までの潜伏 期間が長いこ とが報
告されており、vCJ Dにおいても クールーと同 様に潜伏期間 が長いと仮 定すれば、今 後、MV
型やVV型のvCJD患 者が確認され る可能性も考 えられるとさ れておりま した。今般、2 016年
４月にイギリスにおいて、新たにMV型のvCJD患者が確認されたところで あります。
その下からは、イギ リスにおきま して、虫垂や扁桃 を調査いたし まして、PrPの蓄 積など
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を見たという研究 結果を整理さ れております 。これは過去 の評価書に おいても整理 されて
いた知見になります。
一番上になりま すけれども、19 95年～1999 年にイギリス 人約8,000人 から切除され た虫垂
及び扁桃を、免疫 組織化学的手 法を用いて調 べたところ、 虫垂１検体 中の１個のリ ンパろ
胞にPrPの蓄積が認 められたとの ことです。 また、１万2,6 74検体の虫 垂と扁桃につ いても
同じく調べたとこ ろ、３検体、 そのうち１検 体は今、申し 上げた１検 体と同じもの という
ことですけれども、こちらの虫垂にPrPの蓄積が認められたとのことで す。
さらにこちらPrP 蓄積の認めら れた３例の うち、VV型の２ 例の虫垂を 用いてトラン スジェ
ニックマウスに脳 内接種し、感 染性を調べた ところ、感染 性は認めら れなかったと のこと
です。その後、200 0年～2012年 に切除された イギリスの３ 万2,000人の 虫垂をIHCで 調べた
ところ、1 6例にPrP S c蓄積 が認め られたと のこと です。 なお、1 6例のコ ドン129 につき まし
ては、MM型は８例、MV型は４例、VV型は４例であったということです。
最後に「４．まとめ」といたしま して、2015年12月 現在、全世界で23 0例のvCJD患 者が報
告されている 。最も患者 数の多い英国 において 、これまで のvCJD患者の 発生総数は17 8例で
ある。イギリ スでは 、1989年に牛 の特定臓器 の食品への使 用を禁止する などBSEに対 するさ
まざまな管理措置 を講じた結果 、2000年をピ ークにその患 者数は減少 している。な お、こ
れまでに1990年以降の出生者からは、vCJD患者は確認されていないとの ことです。
４ページ目にま いりまして、こ れまでイギ リスで報告さ れているvCJD 患者の遺伝子 型は、
１例（MV型）を除 き、コドン129 のアミノ酸 多型がMM型で ある。こうし たコドン129 のアミ
ノ酸多型とvCJDの 潜伏期間との 関係について の詳細は不明 であるが、 今後、潜伏期 間が長
いと予想されるMV 型やVV型のvCJ D患者が確認 される場合に 備えるとす れば、引き続 き適切
なvCJDのサーベイランスを継続することは重要である。
一方、食品安全委員 会は、2012年10月 評価書におい て、
「ヒトプリオ ンタンパク質 を過剰
発現するトランス ジェニックマ ウスやサルを 用いた感染実 験結果から 、牛と人との 間に種
間バリアが存在す ることにより 、牛に比 べて感受性は 低い」と 判断しており 、その後 のvCJD
の発生状況を踏ま えても、現時 点では、2012 年10月評価に 影響を及ぼ す状況ではな いと考
えられると記載されております。
以上です。
○村上座長

ありがとうございます。

この項目につき まして、御質 問、御意見等 がございまし たら、お願 いいたします 。最後
のまとめにござい ましたように 、適切なvCJD のサーベイラ ンスを継続 することが重 要とい
うのは言うまでも ないことであ ろうと思いま すが、これま でのvCJDの 発生状況を踏 まえて
も、現時点で2012 年10月評価に 影響を及ぼす ような問題が あるかない かということ でござ
いますが、この点はいかがでしょうか。お願いします。
○水澤専門委員

よくまとめて いただいてい ると思います 。今、座長 もおっしゃっ た、最

後のまとめのとこ ろにあるMV型 は１例だとま とめには書い てあると思 うのですけれ ども、
21

私もそういう理解 なのですが、３ ページの９ ～10行目のと ころです。今 年の４月に先 ごろ、
ホットニュースと してMV型でと うとう患者さ んが確認され たと。すな わち症状を出 した人
ですね。
その前の行のと ころで２行目 のところでし ょうか。ここ にある「こ れまで英国で 報告さ
れている」という ところの１例 というのは、 この後に出て くる意味で 使っていらっ しゃる
のですか。これは ちょっと紛ら わしい感じも します。この 時点では、 つまり今回の ４月の
例が出る前まではM Vの型は発症 していない。 たまたま見つ かった方し かおられない ので、
２行目と３行目のところに関しては書き方を工夫されたほうがいいかな と思いまし た。
○田中課長補佐

御指摘をあり がとうござい ます。今いた だいた御意 見を踏まえ、 適切な

文章に修正させていただきたいと思います。
○村上座長

ほかにございませんでしょうか。お願いいたします。

○中村（好）専門 委員

私も結 論は全くこの とおりだと思 うのですけ れども、１点 、単純

ミスです が、 ３ペー ジの28 行目 、全世 界で230 例と いうの は2015 年12月 ではな くて 、2016
年４月です。
それから、これ は知ってしま ったから、や はりそのうち 出てくるの だろうと思う のです
け れ ど も 、 実 は 昨 日 、 １ ペ ー ジ の 20 行 目 に あ り ま す 要 す る に 英 国 の The Nation al CJD
Research ＆ Surve illance Unitのボブ・ウィル からメールが 来まして 、イタリアで ３例目
が出たということ でございます 。これは イタリアのマ ウリチオ・ポッチアリ ー先生がボブ・
ウィルに報告をし て、ボブが流 したのです。 ただ、詳細が 書かれてお りませんで、1 4-3-3
タンパクは陰性 、MRIはポ ジティブ 、扁桃バイ オプシーはポ ジティブと いうことなの ですけ
れども、年齢とか性別については何も書かれていないのです。コドン12 9はMMだと。
一番最後にアッ ト・ディス・ モーメント・ ウィー・キャ ンノット・ リリース・フ ァーザ
ーインフォメーシ ョンというこ とで、これ以 上は出せない みたいことが 書いてありま して、
これを入れるかど うかというこ とですけれど も、実はNati onal Survei llance Unit から出
ている230例はこう いうものも含 めて230とい うことで出て きています ので、恐らく 次回に
231に修正すると思 います 。そういう意 味では 、ここの専門 委員の資料 もイタリア３ 例とい
うことにしておい てもいいのか なという気が しております し、それに よって今回、 案とし
て提示されているものの結論が変わるということは全くないと思ってお 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、また 報告などを注 視しながら、 改めて専門委 員の先生に 御相談をした 上で数
字を確定したいと思いますので、その節には、またよろしくお願いいた します。
○水澤専門委員

中村専門委員、１ページの20行目も2015年ではなくて、2016年で すね。

○中村（好）専門委員
○村上座長

はい。

では、そこの修正もお願いいたします。

それでは、基本 的にまとめの 方針で御了解 いただけると いうことで 、次の項目に 進みた
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いと思います。
それでは、ここ までにおきま して、骨子案 の「Ⅴ．非定 型BSEについ て（案）」、「 Ⅵ．変
異型クロイツフェ ルト・ヤコブ病（vC JD）について（案）」に つきまして 御審議をいた だき、
骨子案「Ⅶ．食品健康影響評 価（案）」の前まで一と おりの評価書 案が整理され ました。も
し特段の御意見が ないようでし たら、「Ⅶ． 食品健康影響 評価（案）」 につきまして も起草
委員の先生方に御 検討いただい ておりますの で、山本専門 委員から「 Ⅶ．食品健康 影響評
価（案）」について説明していただきたいと思います。お願いいたしま す。
○山本専門委員

それでは、食 品健康影響評 価について説 明させてい ただきます。 資料４

を御用意ください 。要点を私か ら説明する前 に、恒例でご ざいますの で、ちょっと 長くな
りますけれども、事務局から全部読み上げをお願いいたします。
○大快係長

それでは、資料４について読み上げさせていただきます。

Ⅶ．食品健康影響評価
食品安全委員会 プリオン専門 調査会は、
「Ⅱ．本評 価の考え方 」に基づき 、諮問事項（１）
のBSE検査の検査対 象月齢につい ての取りま とめを、
（２）のSRMの範囲 より先行して 行うこ
ととした。公表さ れている各種 文献及び厚生 労働省から提 出された参 考資料等を用 いて審
議を行い、そ れにより得 られた知見か ら、食 用にと畜され る健康牛のBS E検査につい て廃止
した場合の、牛由来 の牛肉及び内 臓の摂取に 由来するBSEプ リオンによ る人での変異 型クロ
イツフェルト・ヤコブ病（vCJD）発症の可能性について総合的に評価を 行った。
１．BSEの発生状況
日本においては 、2015 年12月末現在 までに 、16,024,200 頭の牛を対象 にBSE検査が 実施さ
れており、これま でに36頭のBSE 検査陽性牛 が確認されて いる。うち２ 頭は非定型BS Eであ
る。
日本においては 、2001年10月 に飼料規制を 強化し、反す う動物用飼 料への全ての 動物由
来たん白質の使用 を禁止した。 また、これら 飼料規制に加 え、飼料と なる可能性の ある動
物性加工たん白質 等の輸入規制 、食肉処理工 程におけるSR Mの除去等各 段階における BSE発
生防止対策を実施 することによ り、2002年１ に出生した１ 頭を最後に 、それ以降14 年にわ
たり、BSEの発生は確認されていない。
２．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 書においては 、EUにおける BSE発生の実 績を踏まえる と、BSE感染 牛は満
11歳になるまでに ほとんど（約9 7％）が検出 されると推定 されること から、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B SE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 と考えられた。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 考えられた。 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
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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。
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、2013年５月 末から2015年1 2月末現在ま での間に11年 を超えたも のは、2002年 ６月か
ら2004年12月まで の２年７か月 の間に出生し たコホートで ある。今回 の評価までに 、この
コホートに属する 牛は89,607頭 が検査の対象 とされ、BSE 検査陽性牛は 確認されなか った。
この出生コホート は、日 本においてBSE 検査陽性牛が 比較的多く 確認された時 期（200 2年～
2005年）に出生したコ ホートであり、仮 に飼料規制が 有効でなかっ た場合には、BSE に感染
する可能性が比較 的高いと考え られる。この コホートにお いて出生後11 年が経過して もBSE
の発生が確認され ていないこと は、200 2年以降の飼 料規制が 、BSEの感 染防止に有効 に機能
していることを示している。
一方、2013年５ 月評価書にお いては、前述 のとおり「当 面の間、検 証を継続する 」こと
としている。これ については、2 013年５月評 価書に記載し た日本にお ける有病率の 推定及
び将来の発生予測 に関する知見 によると、200 1年に強化さ れた飼料規制 等のBSE対策 が有効
に機能した場合、2009 ～2015年にはB SEの検出頭 数はほぼ０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 低くなると推 定されている 。今回の評価 におい
て、2015年12月末 までのBSE検査 の実績を確 認したところ 、2009～2015 年のBSE検出 頭数は
０であった。
以上のとおり、 出生年月でみ た最終発生か 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、飼料等を 介して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 いては、そ の後の実際の 状況と
合致している。
したがって 、上記の201 3年５月評価 書における評 価のとおり 、引き続 き飼料規制等 のBSE
対策の実効性が維 持される限り 、11年未満の 出生コホート を含む最終 発生の牛の出 生年月
（2002年１月）より後 に出生した牛 については、今後、定 型BSEが発生 する可能性は 極めて
低いものと考えられる。
３．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
最終発生の牛の 出生年月（200 2年１月）以 前に出生した 牛について は、2015年12 月末現
在、167か月齢以上の高齢牛である。
また、2002年１ 月以前に出生 した牛で現在 飼養されてい る頭数は、 月齢不明の牛 を含め
て29,916頭である。
これらの牛につ いては、飼料 規制強化前に 出生しており 、汚染飼料 にばく露した 可能性
は否定できない。 日本において も、飼料規制 前に生まれた 牛において 、185か月齢で BSE陽
性が確認された症 例がある。ま た、EU諸国に おいても、16 7か月齢以上 の BSE 検査 陽性牛
が確認されている。
一方、2013年５ 月評価以降201 5年12月末現 在まで、62,5 47頭の2002 年１月以前に 生まれ
た牛（月齢不明 を含む。）がと畜され又 は死亡し 、検査の対象 とされたこと になるが 、これ
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らにBSE検査陽性牛は確認されていない。
BSE検査の確認年 月でみると、 2009年１月 を最後に、現 在までの７年 間、BSE検査 陽性牛
は確認されていない。
これらを踏まえ ると、2002年１月 以前に出生し た牛について、今 後、定型BSEが発 生する
可能性は極めて低いものと考えられる。
４．非定型ＢＳＥについて
非定型BSEは 、2001年以降 、世界にお いて124頭確 認されており（2016年 ４月時点）、発生
頭数は H-BSEとL-B SEともに、そ れぞれ毎年 数頭で推移し ている。また 、その発生頻 度は、
EU全体においては、２ 歳齢以上の牛1 00万頭につ き、年あたりH-BSE は0.07頭、L-BSE は0.09
頭であるとされて いる。なお、 日本において は、これまで ２頭のL-BSE が確認されて おり、
２歳以上の牛100万 頭につき、年 あたりL-BSE は0.07 頭で ある。EFSAは 、非定型BSE の症例
は一般的に高齢で あること及び 有病率が明ら かに低いこと は、非定型BS Eが孤発性に 発生し
ている可能性を示 唆していると しており、食 品安全委員会 プリオン専 門調査会はこ の考え
方を支持する。
非定型BSEプリオ ンの人への感 染性に関連 する知見とし て、ヒトPrP を発現するト ランス
ジェニックマウス 又はサルへの 感染実験が報 告されており 、投与経路 としては、主 として
経口投与と脳内接 種が実施され ている 。経口投与実 験による知見 は、非 定型BSEプリ オンの
食品を介した人の 健康に及ぼす リスクを検討 するに当たり 、より実状 を反映してい ると考
えられる。
一方、投与経路 が脳内接種で ある感染実験 については、 経口投与実 験と比較する と、投
与量当たりの動物 への感染性に 大きな乖離が 見られ、この 点において 、食品を介し たばく
露実態を必ずしも反映するものではないと考えられる。
非定型BSEの感染 実験等の知見 については 限られている 。H-BSEの感 染実験の知見 につい
ては、H-BSE感染牛 脳ホモジネー トを、ヒトP rPを発現する トランスジ ェニックマウ ス又は
サルへ経口投与し た知見は報告 されていない 。また、カニ クイザルへ の脳内接種実 験及び
ヒトPrPを過剰発現 又は野生型マ ウスの内在 性PrPの発現レ ベルと同程 度に発現する トラン
スジェニックマウ スにH-BSE感染 牛の脳ホモ ジネートを脳 内接種する実 験により、伝 達は認
められていない。
L-BSEの感染実験 の知見につい ては、カニ クイザルへのL -BSE感染牛 脳ホモジネー トの経
口投与による伝達 は認められて おらず、実験 継続中として いる報告が ある一方、詳 細は不
明ではあるが 、L-BSE感染 牛脳組織をマ カク属のサル に経口投与 したところ 、伝達が 認めら
れたとする報告も ある。また、ネ ズミキツネ ザルへのL-BSE 感染牛脳ホ モジネートの 経口投
与実験により伝達 が認められた との報告があ る。こ れらのことか ら、L- BSEの人への 感染の
可能性を完全に否 定することは できない 。なお 、疫学的に 非定型BSEとv CJDを含むプ リオン
病との関連を示唆 する報告はな い。L-BSEについ ては、臨床症状を 呈する牛にお いて、末梢
神経組織及び一部 の筋肉等にPrP Scの 蓄積が認めら れたとの報告 がある。また、無症 状の牛
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において 、末梢神 経、副 腎又は 筋肉にPrP S cの蓄 積が認 められ 、ウシPr P発現ト ランス ジェ
ニックマウスに脳 内接種を行っ たところ、感 染が認められ たとの報告 がある。しか しなが
ら、これらの部位 を、実験動物 へ経口投与す る実験の報告 は見られな い。また、脳 内接種
により感染が認め られた知見に ついては、ウ シPrP発現トラ ンスジェニ ックマウスの 脳内へ
の接種実験という 高感度の実験 系で確認され ており、食品 を介した人 へのリスクを 反映す
るものでないこと 、末梢神経な どの部位への 感染価につい ては、延髄 と比較して極 めて低
いと考察する報告 があることか ら、種間バリ アの存在を考 慮すると、 現在までに得 られて
いる知見に基づけ ば、これら末 梢神経等の摂 取による人へ の健康影響 は無視できる 程度で
あると考えられる。
５．変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）
人のBSEプリオン への感受性に ついては、2 012年10月評 価書において 、「ヒトプリ オンた
ん白質を過剰発現 するトランス ジェニックマ ウスやサルを 用いた感染 実験結果から 、牛と
人との間に種間バ リアが存在す ることにより 、牛に比べて 感受性は低い 」と判断して おり、
2012年10月評価書における評価以降、評価結果を覆す知見は得られてい ない。
６．まとめ
（１）牛群のBSE感染状況及び牛におけるBSEの人への感染リスク
2013年５月評価 以降の発生状 況を踏まえる と、日 本においては 、飼料 規制等のBSE 対策が
継続されている中 では、今後、定 型BSEが発生 する可能性は 極めて低い とした2013年 ５月評
価書の評価は妥当 であると考え られる。また、非定型B SEに関して は、現在までに得 られて
いる知見に基づけ ば、H-BSEによ る人への健 康影響は無視 できる程度で あると考えら れる。
L-BSEについては、 サルへの感染 実験の結果 からは、人へ の感染の可能 性は否定でき ない。
しかしながら、日 本又はEUにお けるL-BSEの 発生頻度は、 ２歳齢以上の 牛100万頭に つき、
それぞれ年あたり、0.07頭又は0. 09頭であり、EUにおけるH- BSEの発生頻 度は、年あた り0.07
頭と極めて低く、また、こ れまでに、疫学的 に非定型BSEと vCJDを含む 人のプリオン 病との
関連を示唆する報 告はない。こ れらのことか ら、食品安全 委員会プリ オン専門調査 会は、
2013年５月評価書 における評価 のとおり、牛 群のBSE感染 状況、BSEプ リオンの侵入 リスク
低減措置（輸入規制）、増幅リ スク低減措 置（飼料規制等）及び曝 露リスク低減 措置（食肉
処理工程）に加え 、牛と人との 種間バリアの 存在を踏まえ ると、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vCJ D発症
の可能性は極めて低いと考える。
（２）評価結果
諮問事項の（１）のBSE検 査の検査対象 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B SE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 クの差は、あっ たとしても 非常に小さく、人への健康 影響は無視で きる。
家畜へのBSEの感 染防御につい ては、飼料規制 が重要である。検 査については、飼 料規制
の実効性が維持さ れていること を確認できる よう、高リス ク牛を対象と したBSE検査 により、
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BSEの発生状況を引 き続き確認す ることが必 要である。また、引き 続き、全てのと畜 される
牛に対すると畜前 検査が実施さ れ、運動障害 、知覚障害、 反射又は意 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 齢以上の牛を 対象とする 検査が適切に 行われ
ることは重要である。
なお、非定 型BSEについ ては、現在までに得 られている知 見を踏まえ て評価を行っ たもの
であるが、知見が 限られている ことから、今 後の非定型BS Eに係る最新 の知見につい ては、
引き続き注視する必要がある。
以上でございます。
○山本専門委員

ありがとうございました。

１～６までの項 目をまとめま したけれども 、BSEの発生状 況は2002年 １月のコホー ト以降
の牛、これは飼料 規制後に生ま れたものです が、そこにお いてはこれ までのところ 、もう
発生が確認されて いないという こと。2002年 １月以前に生 まれた牛、 高齢牛として 発生が
認められているコ ホートでござ います。また 、そういった コホートの 中では６万頭 以上の
牛が2013年５月評 価書以降、検 査されていま すけれども、 ７年間で発 生が確認され ていな
いということから、かなり牛群の 中からのBSE 感染というも のが少なく なっている可 能性が
示唆されております。
一方、非定型BSE ですけれども 、発生頻度 のところから 見ますと、Ｈ 、Ｌともに10 0万頭
に0.07～0.09とい うような発生 、日本ではＬ 型しか見つか っていない ということで ありま
す。ただ、これら が感染実験を されているわ けですけれど も、主とし て経口感染の ものを
重視して、この最終 的な判断へ理 由していく という考え方 で、この文章 を書いてあり ます。
一方、末梢のほう に出ているも のについて は、経口投与す る実験はや られておりま せん。
感染性があったと しても、かな り種間バリア 等を考慮する と経口的に 感染するとい う可能
性は低いものとい うことを、こ の場合は無視 できる程度で あるという 書きぶりにい たしま
した。
変異型クロイツ フェルト・ヤ コブ病につい ては、ヒトプ リオンタン パクを過剰発 現する
トランスジェニッ クマウスやサ ルを用いた感 染実験結果か ら、牛と人 の間に種間バ リアが
存在することによ り、牛に比べ て感受性は低 いという以前 の判断をそ のまま踏襲し ており
ます。
最後にまとめで すが、定型BSE が発生する可 能性というの はほとんど なくなってき ている
のだろうというこ と。非定型BSE についてはあ る一定の頻度 でまだ出て くる可能性は 否定で
きないわけですけ れども、それ らのリスクを 考えたときに 、感染性が あるという報 告もあ
ることから全く無 視できるほど ではなく、極 めて低い程度 に抑えられ ているのだろ うとい
う書きぶりにいたしました。
最終的に評価結 果としては 、この諮問事 項（１ ）BSE検査の 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 スクの差はあ ったとして も非常に小さ く、ヒ
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トへの健康影響評価は無視できるという判断になります。
そこから以降は 意見が３点と いうことで、 飼料規制が重 要なので実 効性をもって 維持さ
れること。非 定型BSEのこ とも考えた上 ですけれども 、サー ベイランス はかなりの症 状を出
しているとか、リ スク牛と言わ れているもの の検査、これ は続けてい くべきだろう という
こと。非定型BSEについ て、知見がこれま ででまだ限ら れていると いうことから、今 後の知
見について、引き続き注視する必要があるということを書き添えてあり ます。
以上ですが、皆様方の御意見をいただきたいと思います。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの山本 専門委員から の御説明につ いて、質問や 御意見をい ただきたいと 思いま
す。健康影響評価 につきまして は、本日御審 議いただきま した資料２ 及び資料３、 参考資
料３～８を踏まえ て御検討いた だいておりま す。このため 、評価の審 議におきまし ては、
関連する部分につ いて、これら の資料も御確 認いただきつ つ、御議論 いただければ と思い
ます。
それでは、質問 や御意見をお 願いいたしま す。本日の御 審議を踏ま えて、さらに 起草委
員の先生方で再検 討いただくと いう運びにな ろうかと思い ますので、 忌憚のない御 意見を
頂戴してまいりた いと思います が、議論のポ イントは多う ございます ので、私のほ うから
一つ一つ申し上げますので、御議論いただければと思います。
まず、定型 のBSEについ て、今 後は発生する 可能性が極め て低いとし ました2013年 ５月の
評価は妥当である と記載してご ざいますが、 それでよろし いでしょう か。御異論は ござい
ませんか。
では、続きまして、非定 型BSEについて は知見が限ら れているけ れども、感染実験 の知見
からH-BSE による 人へ の健康 影響は 無視で きる 程度で あると 考えら れる として よろし いで
しょうか、とい うのが１つ 。もう一つ は、L-BSE については 、サルへの 感染実験の結 果から
はヒトへの感染の 可能性は否定 できないとい う視点で記載 してござい ますが、それ でよろ
しいでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。
しかしながら、H -BSE及びL-BS Eともに発生 頻度が極めて 低く、これ までに疫学的 に非定
型BSEとvCJ Dを含 む人 のプリ オン病 との関 連を 示唆す る報告 はない と記 載して ござい ます
が、それはそれ でよろしい でしょうか 。御意見は ございません か。あり がとうござい ます。
次の論点ですが 、L-BSE が筋肉や末梢 神経に蓄積す る知見につ いてでござい ます。最初に
食品安全委員会の 熊谷委員から の御意見に関 連することで ございます が、脳内接種 により
感染が認められた 知見について は、牛PrP発現 トランスジェ ニックマウ スの脳内への 接種実
験という高感度で の実験系で確 認されており 、食品を介し た人へのリ スクを反映す るもの
ではないという視 点です。次に 、末梢神経な どの部位への 感染価につ いては、延髄 と比較
して極めて低いと 考察する報告 があるという ことから、種 間バリアの存 在を考慮しま すと、
現在までに得られ ている知見に 基づけば、こ れらの末梢神 経等の摂取 による人への 健康影
響は無視できる程 度であると考 えてよろしい でしょうか、 ということ ですが、いか がでし
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ょうか。ご意見をお願いします。
○熊谷委員

４ペ ージの「食品 を介した人へ のリスクを反 映するもの ではない」い う文章

全体がちょっとわ かりにくいの と、
「末梢神経な どの部位への 感染価」という表 現と、その
後の「これら末 梢神経等の 摂取による 」という 、ここがやや 不明瞭に私 には見えるの です。
つまり、我々が食 べる場所とし ては筋肉が非 常に多いわけ でして、も ちろん肝臓と か、日
本人は腎臓は余り 食べないかも しれないけれ ども、そうい った臓器も 食べます。従 来、危
険部位とされてき た部分につい ても、もし何 も言わなけれ ば食べると いうことにな るわけ
ですから、ここを 何かもう少し 限定するよう な表現に変え ていただい たほうがいい のかな
と。次回までに時間はありますので。
○村上座長

あり がとうござい ます。御指摘 を踏まえて起 草委員の先 生方に御検討 をいた

だくということと もに、最初に 熊谷委員から 御指摘いただ きましたよ うに、量的な 関係を
記載したほうがい いという御指 摘もございま したので、そ れも含めて 起草委員の先 生方に
御検討いただく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。
この部分について、ほかにございませんか。よろしいですか。
以上のことから 、結論として 、食品安全委 員会プリオン 専門調査会 は、2013年５ 月評価
書における評価の とおり、牛群 のBSE感染状 況、BSEプリオ ンの侵入リ スクの低減措 置、こ
れは輸入規制でご ざいます。増 幅リスクの低 減措置、これ は飼料規制 などでござい ます。
及び暴露リスクの 低減措置、こ れは食肉の処 理工程のこと であります が、そうした ことに
加え、牛と人との種 間バリアの存 在を踏まえ ると、日本にお いては牛由 来の牛肉及び 内臓、
これは特定危険部 位以外であり ますが、その 摂取に由来す るBSEプリオ ンによる人で のvCJD
の発症の可能性は 極めて低いと 考えると記載 してございま すが、この ような記載方 向でよ
ろしいでしょうか。御意見はございませんか。お願いします。
○中村（優）専門 委員

31行目 の「（食肉処 理工程）」と表 記があるの ですが、これ は具体

的にはSRMの除去を指していると解釈してよろしいのでしょうか。
○村上座長

どうぞ。

○山本専門委員

食肉処理工程 で、SRM 除去だけでは なくて 、それ以外 にもさまざま にあり

ます。衛生管理の 手法であって 、刀を一頭一 頭変えている とか、脊髄 を除去する工 程であ
るとか、ほか にもあるの ですけれども 、そう いったものを 全て含めてBS Eのリスクを 低減さ
せる食肉処理工程 をやっている と。また、生 体検査という もので見つ かってくれば 、そち
らに回りませんの で、月 齢が行って症 状の出ている ものであれば 、BSE 検査に今後回 ってい
くと。ですから、 健康牛は検査 が廃止されま すが、そうい うリスクの あるような牛 につい
ては、今後も検査 が続くと考え てはおります 。それは管理 機関のほう にしっかりと やって
いただかないといけないかと思っております。よろしいでしょうか。
○中村（優）専門委員
○村上座長

はい。

ありがとうございます。

ほかにございま せんか。そう しますと、今 、山本専門委 員からも御 発言がありま したけ
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れども、諮問事項 、これはリス ク管理機関か らの諮問事項 の（１）の 部分に該当い たしま
すが、BSE検査の検査対 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か月超の 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
スクの差はあった としても非常 に小さく、人 への健康影響 は無視でき るとして記載 してお
りますが、この方 針でよろしい でしょうか。 御意見はござ いませんか 。ありがとう ござい
ます。
最後の段でござ いますが、BSE 検査につい て、家畜のBSE の感染防御 については飼 料規制
が重要である。検査 については飼 料規制の実 効性が維持さ れていること を確認できる よう、
高リスク牛を対象 としたBSE検査 により、BSE の発生状況を 引き続き確 認することが 必要で
ある。また、引き 続き全てのと 畜される牛に 対すると畜前 検査が実施 され、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24 か月齢
以上の牛を対象と する検査が適 切に行われる ことは重要で あるとの記 載をしており ますが、
これについてはい かがでしょう か。御意見は ございません か。この方 針でよろしい でしょ
うか。ありがとうございます。
もうひとつ、こ れが最後です が、非定型BS Eでございま す。非定型BS Eについては 知見が
限られており、今 後も最新知見 を注視する必 要があると記 載してござ いますが、こ の方針
でよろしいでしょうか。ありがとうございます。
論点としては以 上と考えてお りますが、ほ かに御意見等 はございま せんでしょう か。よ
ろしいですか。
それでは、本日 の審議を踏ま えて、先ほど 申し上げまし たように、 起草委員の先 生方に
評価書案を再検討いただきまして、次回以降、改めて御審議いただくこ とといたし ます。
続いて、議事「（４）そ の他」になりま すけれども、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

特にございません。

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。
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