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（２）その他
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村上座長、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、
眞鍋専門委員、水澤専門委員、山本専門委員、横山専門委員
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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

オーストリアのBSE対策の経緯等について

資料２

オーストリアの出生年別のBSE発生状況等

参考資料１

食品健康影響評価について
「オーストリアから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓に
ついて」

参考資料２－１

食品健康影響評価に係る補足資料の提出依頼について

参考資料２－２

食品健康影響評価に係る補足資料の提出について（回答）
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６．議事内容
○村上座長

ただいまから第102回「プリオン専門調査会」を開催いたします。

本日は11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 、堂浦
専門委員、福田専門委員の３名でございます。
さらに食品安全委員会からは、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10 2回食
品安全委員会プリオン専門調査会議事次第」を御覧いただきたいと思い ます。
それでは、議事に入ります前に、事務局より、本日の資料の確認をお 願いします 。
○田中課長補佐

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５点でございます。
議事次第にございますように、資料１～参考資料２－２までの５点で ございます 。
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 今回の諮問に 関係する提出 資料等は、 既に専門委員 の先生
方にはお送りして おりますけれ ども、お席後 ろの机上にフ ァイルと一 部については タブレ
ットで用意しておりますので、必要に応じ適宜御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。

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。
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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 て御審
議をいただき、評 価書案を取り まとめました 。その後、７ 月12日の食 品安全委員会 への報
告、７月13日～８ 月11日までの 期間でパブリ ックコメント の募集を行 い、８月30日 の食品
安全委員会の審議を経て、同日付で評価結果が厚生労働省へ答申されま した。
それでは、本日 の議事（１） の審議を開始 いたします。 本件は９月 ８日に厚生労 働省か
ら、オーストリア から輸入され る牛、めん羊 及び山羊の肉 及び内臓に 係る食品健康 影響評
価についての諮問 があり、９月1 3日の食品安 全委員会で本 専門調査会 での審議を依 頼され
たものです。
最初に厚生労働 省の梅田輸入 食品安全対策 室長から、諮 問内容等の 説明をしてい ただき
たいと思います。よろしくお願いいたします。
○梅田室長

よろしくお願いいたします。輸入食品安全対策室の梅田でございます 。

それでは、今般 の諮問の内容 について御説 明させていた だきます。 参考資料に諮 問の内
容をおつけしてい ただいており ます。参考資 料１を御覧く ださい。裏 をめくってい ただき
まして、別紙の ところでご ざいます。
「１

諮問の 背景及び趣旨 」、
「２

具体的な諮問 内容」

について記載してございます。
まず「１

諮 問の背景及 び趣旨」で ございます が、牛肉や その加工品 等につきまし ては、

2001年以降、めん羊、山羊 の肉につきま しても2004年 以降、BSEの発生 国につきまし ては輸
入を禁止する措置 を講じてきて いるところで ございまして 、オースト リアにつきま しても
同様に輸入を禁止してきたところでございます。
世界的にBSEリス クが減少して いる状況等 を踏まえまし て、BSE対策 の見直しを行 ってき
ているところでご ざいますが、 オーストリア 産の牛、めん 羊及び山羊 の肉及び内臓 につき
ましても、現在の リスクに応じ た輸入規制の 見直しを検討 するという ことで、評価 につい
て、お願いするものでございます。
次に「２

具体的な諮問内容」でございます。

「（１）牛 の肉及び内臓 について 」は、これ まで諮問いた しましたEU の国のものと 同様の
内容となってございます。
「（２）めん羊及 び山羊の肉及 び内臓につ いて」も、平 成27年６月に 諮問いたしま した、
めん羊及び山羊のBSE対策の国境措置に係る諮問内容と同様の内容とな ってございま す。
具体的には、牛 につきまして 、月齢制限で ございますが 、現行の輸 入禁止措置か ら30か
月齢以下とした場合のリスクを比較するということになってございます 。
また、SRM の範囲につい ては、現行の輸入禁 止から全月齢 の扁桃及び 回腸並びに30 か月齢
超の頭部、脊髄及び脊柱に変更した場合のリスクの比較ということにな ってござい ます。
さらに③にござ いますように 、①と②の評 価を終えた後 に、国際的 な基準を踏ま えて、
さらに月齢の規制 の閾値を引き 上げた場合の リスクの評価 をお願いす る内容となっ てござ
います。
一方、「（２ ）めん 羊及び 山羊の 肉及 び内臓 につい て」は 、現行 の輸入 禁止 措置か らSRM
3

の範囲を12か月齢 超の頭部及び 脊髄並びに全 月齢の脾臓及 び回腸として 、SRMを除去 したも
のを輸入するという場合のリスクを比較する内容となってございます。
次に、資料１に基づ きまして、オース トリアのBSE対 策の経緯等 につきまして、御 説明を
させていただきます。
その前に、オー ストリアの背 景情報としま して、オース トリアの牛 の生産やと畜 の概要
ですが、牛の 飼養頭数は おおむね195万 頭ほどでござ いまして 、と畜頭 数は年間約63 万頭と
いうことで、日本の半分程度の規模であるということが言えようかと思 います。
それでは、オーストリ アのBSE対策の 概要について でございま すが、資料１の２ペ ージ目
を御覧ください。 この内容につ いて、現在、 オーストリア 側に確認し ている内容も ござい
ますので、現時点での暫定版とさせていただきたいと考えております。
まず、飼料規制 でございます が、1990年に 肉骨粉等の動 物由来たん 白質の反すう 動物へ
の使用禁止、その 後、1995年に なりますが、 ほ乳動物に由 来するたん 白質の反すう 動物へ
の給与が禁止され ております。 先日、13日の 食品安全委員 会での説明 の中で、1997 年と説
明させていただい たのですが、 その後、オー ストリア政府 に確認した ところ、1995 年とい
うことでございましたので、訂正させていただきます。
その後、2001年 にEUと同様に 全ての動物に 由来しますた ん白質の家 畜飼料への使 用が禁
止されております。
また、生体牛の 輸入について は1990年に英 国からの輸入 を禁止して いるというこ とでご
ざいます。
次に、BSE検査等 についてでご ざいます。1 998年に健康 と畜牛のBSE 検査、緊急と 畜牛や
死亡牛のBSEサーベ イランスを開 始している ということで ございまして 、2013年にオ ースト
リアを含みますEU 法規に基づく 国を規定して いるわけです けれども、 それらの国生 まれの
牛につきましては、健 康と畜牛のBSE 検査を廃止 し、また、緊急と畜牛 及び死亡牛の サーベ
イランスについては24か月齢超に変更しているということでございます 。
さらに2014年に 死亡牛のサー ベイランスの 基準を48か月 齢超に引き 上げていると いうこ
とでございます。
次に、SRMの規制 でございます が、1997年 より133℃、20 分、３気圧 での処理を条 件とし
ておりまして、2001年からEU規則に沿った規制を講じているということ でございま す。
BSEの発生状況に つきましては 、資料 １の３ページ になります が、こ のグラフは世 界での
BSE発生推移をあら わしておりま すけれども 、オーストリ アでは、これ までBSEは８ 頭が確
認されているとい うことでござ います。うち １頭はスイス 生まれの牛 ということで ござい
ます。非定型のBSEにつ きましては３ 頭ございま して、Ｌ型が２例、Ｈ 型が１例とい う内訳
になってございます。
また、これ らのBSE感染 牛につきまし ては、2001年の完全 飼料規制以 前の生まれと いうこ
とでございます。なお、オ ーストリアは2 012年のOIE総 会におきま して、無視できる リスク
国とされているということでございます。
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４ページ以降は 参考資料をお つけしており まして、４ペ ージには各国 のBSE検査体 制を示
しております 。上段が食 肉検査でござ いまして 、下段がBSE サーベイラ ンスについて の内容
となってございます。
５ページでござ いますが、各国のS RM規制でご ざいます。オース トリアにおい て、牛につ
きましては、2015 年８月以降、1 2か月齢超の 頭蓋及び脊髄 に変更して いるというこ とでご
ざいます。また、 めん羊及び山 羊につきまし ては、EU規則 に基づきま して、12か月 齢以上
の頭部と脊髄、頭 部の中に扁桃 を含むという ことになって おります。 それから、全 月齢の
脾臓及び回腸となってございます。
最後、６ページ でございます が、飼料規制 の比較という ことで、オ ーストリアに つきま
してはEU規則に沿 った規制とい うことで、全 ての動物由来 たん白質の 家畜への使用 禁止と
いうことでござい ます。また、2 001年の輸入 禁止以前のオ ーストリア から日本への 輸入状
況でございますが 、2001年まで の約５年間で 牛肉加工品、 乾燥食肉製 品であったり 、ソー
セージ等でござい ますが、これ は約886kg、 牛肉及び内臓 につきまして は、約127ト ンとい
うことでございます。
最後になりまし たけれども、 今後の方針と いたしまして 、諮問書の 「３

今後の 方針」

でも記載させてい ただいており ますが、厚生 労働省といた しましては 、今回の諮問 に対し
ての答申をいただ いた段階で、 その評価結果 を踏まえまし て、必要な 管理措置の見 直しを
行う予定としてございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○村上座長

ありがとうございました。

次に、事務局に 資料を用意し ていただきま したので、事 務局から説 明をお願いい たしま
す。
○大快係長

それ では、説明さ せていただき ます。資料２ を御覧くだ さい。先ほど の厚生

労働省か らの 説明と 被る部 分も一 部ござ いま すが、 資料２ ではオ ースト リア におけ るBSE
の検査対象月齢の推移とBSEの出生年別摘発状況について、まとめてお ります。
表面の検査対象 月齢の推移の 表を御覧くだ さい。オース トリアにお きましては、1 998年
から健康と畜牛、 死亡牛及び緊 急と畜牛にお いて、それぞ れ20か月齢 以上を対象と した検
査が実施されてお ります。その 後、健康と畜 牛については 一時的に30 か月齢以上の 検査に
変更され、2001 年に再び20 か月齢以上で 、さらに 再び30か月齢 以上へ変更さ れました 。2008
年からは48か月齢 以上、2011年 からは72か月 齢以上、2013 年には健康 と畜牛の検査 は廃止
されております。
死亡牛につきま しては、2000 年から30か月 齢以上、2003 年から24か 月齢以上、201 4年か
ら48か月齢以上の検査が実施されております。
緊急と畜牛につ きましては、2 005年から30 か月齢以上、 2003年から2 4か月齢以上 、2008
年から48か月齢以 上、2013年か ら再び24か月 齢以上の検査 が実施され ております。 また、
臨床症状牛につきましては、1991年から全月齢を対象に実施されており ます。
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続きまして、裏面を 御覧ください。オ ーストリアで は、これまで８頭 のBSE感染牛 が確認
されております。 詳細な内訳は 表にお示しさ せていただい たとおりで ございます。 表は出
生年月順に並べて おります 。定型BSEは 全部で５頭で あり、３頭目はス イスからの輸 入牛と
なっております。
飼料規制につき ましては、199 0年11月から 肉骨粉等の動 物由来たん 白質の反すう 動物用
飼料としての使用 を禁止し、そ の後、2001年 １月からはEU 規則に沿っ て、動物由来 たん白
質の全ての家畜用 飼料への使用 を禁止する完 全飼料規制が 講じられて おりまして、 それ以
降に生まれたBSE検査陽性牛はおりません。
ページの下のほ うになります けれども、め ん羊及び山羊 につきまし ては、こちら もEU規
則に沿ったTSEサー ベイランスが 実施されて おり、TSEと診 断されたもの についてはBS Eとス
クレイピーの判別 が実施されて おりますが、これまでにBSE 陽性の動物 は確認されて おりま
せん。なお、2014 年には、めん 羊は5,334頭 、山羊は1,554 頭が検査の 対象となって おりま
す。
説明は以上でございます。
○村上座長

ありがとうございました。

この諮問案件に つきましても 、これまでと 同様、慎重に 審議してま いりたいと考 えてお
ります。ただいま の厚生労働省 及び事務局か らの説明につ いて、今後 十分に論議を 深める
ためにも積極的に 御質問や御意 見をお願いし たいと思いま す。よろし いでしょうか 。お願
いいたします。
○山本専門委員

B SE検査対象月 齢の推移の ところですけ れども、1998 年７月から20 か月齢

以上となって、そ の後、2000年1 2月に30か月 齢に引き上げ られたとい うことですよ ね。そ
の後、また20か月 齢超に戻して いるのですが 、この間に月 齢がまた下 がっていると いうの
は何か理由があったのでしょうか。
○大快係長

通常 、他のEUの各 国などですと 、基本的にリ スクの程度 に応じて規制 が緩和

されていくケース が多いと思い ますが、一度 強化したりと いうステッ プを踏んでい ること
について、オース トリア政府の 回答では、ポ リティカルレ ベルの予防 原則に基づく 判断で
あるということで ございます。 基本的にEU加 盟国ですので 、EU規則以 上の基準は最 低限守
った規制になっていると認識しております。
○山本専門委員

ということは 、特段そのリ スク評価をし て下げたの ではなくて、 政治的

な予防原則の判断ということでやったということですね。
○大快係長

その ように認識し ております。 リスク評価の ステップを 国内で踏んで いるか

ということまでは 回答にはなか ったのですが 、ポリティカ ルレベルで 下された判断 だとい
うような回答を得られております。
○村上座長

ほかにございませんか。

○筒井専門委員

摘発牛の月齢 のところです が、摘発され ているのは 結構年寄りで す。十

何歳とかいうのが 多いので、今 まで見た感じ としては少し 高い年齢の ような気がし たので
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すけれども、これ はもしわかれ ば教えてほし いのですが、 オーストリ アは割と飼養 形態か
らして、かなり年寄 りまで飼って いるような 状況ですか。わ かればでい いのですけれ ども。
○梅田室長

この 件についても オーストリア 政府に確認を いたしまし たけれども、 と畜の

内訳について、統 計データとし て、月齢ごと のカテゴリー で統計をと っているもの ではな
いということで、 実際の今の統 計が去勢雄と か雌とかの分 類でしかな くて、月齢の 分布が
把握されていない という回答で ございますの で、御質問に はお答えで きる回答はな かった
ということでございます。
○村上座長

ほか にございませ んか。よろし いですか。梅 田室長に直 接お伺いでき る機会

でございます。何かございませんか。お願いします。
○八谷専門委員

出生年別摘発 状況のところ で一番最後の ８番目の200 0年に生まれ た牛が

定型で出ているの ですけれども 、1990年11月 に肉骨粉を禁 止している とすれば、禁 止の後
に、禁止されたと いうのに定型 が出た、何か 飼料の規制の 状況とか、 そういうこと は把握
されていらっしゃるのでしょうか。
○梅田室長

飼料 規制の変遷が あるわけであ りますけれど も、いわゆ るリアルバン と言わ

れています、全て の動物由来た ん白質の家畜 用飼料の給与 が禁止され たのが2001年 である
ということでござ いまして 、少なくと も、そ れ以降に生ま れたものでは BSEの摘発が ないと
理解しているとこ ろでございま して、御指摘 のそれ以前の 生まれのも のが摘発され ている
ということにつき ましては、そ の当時の飼料 規制がどの程 度であった かということ との関
係性については、精緻にはわかっていないということだと理解しており ます。
○村上座長

よろしいですか。ほかにございませんか。

それでは、梅 田室長、どうもありが とうござい ました。後 ほど質問等 がございまし たら、
お受けいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、今後 、諮問されま した件につき まして、審議 を始めるこ とになります けれど
も、本日は今後の 進め方につい て議論をした いと思います 。まず、私 から案を提示 させて
いただきますので、それらに対しまして、御意見をいただきたいと思い ます。
評価手法として は、まず、米 加仏蘭の評価 を行った平成 24年10月の 評価書と同じ として
はどうでしょうか 、というのが 第１点でござ います。これ については 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。
では、続きまし て、参考資料 １の別紙の部 分を御覧くだ さい。諮問 内容の（１） の「①
月齢制限」の部 分と「②S RMの範囲 」の部分です けれども、規制閾値が3 0か月齢まで の部分
を続いて審議して はどうかと考 えますが、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。
続きま して 、感染 実験、 非定型 BSE、vC JDに つきま しては 、平成 24年1 1月ま たは平 成28
年８月、これは前 回ですが、健 康と畜牛の検 査廃止の評価 書以降に評 価結果に影響 を与え
る新たな科学的知 見はないと考 えられますの で、これまで と同様にひ とまずは記載 しない
ということとしてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがと うございま す。
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続きまして、め ん羊及び山羊 につきまして です。諮問内 容は参考資 料１の別紙の （２）
でございます。こ れにつきまし ては、平成28 年１月にめん 羊及び山羊 の評価を行っ ており
まして、この手 法と同じで はいかがでし ょうか。よろしいです か。あり がとうござい ます。
最後に評価書の たたき台につ いては、厚生 労働省からの 提出資料に 基づいて、起 草委員
の先生方に検討を お願いしたい と思いますけ れども、よろ しいでしょ うか。ありが とうご
ざいます。
そのほかに、こ の件に関して 追記しておく べき御意見等 はございま せんでしょう か。よ
ろしいですか。
それでは、先ほ ども御意見を 頂戴しました ので、それら も踏まえて 、評価書のた たき台
について起草委員 の先生方に案 の作成をお願 いしたいと思 っておりま す。担当の起 草委員
の先生方におかれ ましては、お 忙しい中を恐 縮でございま すが、よろ しくお願いい たしま
す。事務局は適宜、作成補助などをお願いいたします。
また、専門委員 の先生方にお かれましては 、引き続き、 諮問内容に 関する質問あ るいは
用意しておいたほ うがいいと思 われる資料等 、お気づきの 点がござい ましたら、事 務局ま
で御連絡をお願い いたします。 いただいた御 意見につきま しては、次 回の専門調査 会まで
に起草委員の先生方と検討しておきたいと思います。
それでは、続き まして、議事 （２）の審議 に移ってまい りたいと思 います。厚生 労働省
へ、SRMの範囲の見 直しに当たっ て飼料規制 等を含めまし たBSE対策全 般への影響に ついて
補足資料の提出を 要求していた ところでござ いますが、今 般その追加 資料が提出さ れたと
いうことでござい ます。参考資 料２－１及び ２－２につい て、事務局 から報告をお 願いい
たします。
○田中課長補佐

それでは、ま ず、参考資料 ２－１を御準 備いただけ ればと思いま す。平

成27年12月に健康 と畜牛のBSE検 査の廃止とS RMの範囲の見 直しについ て、厚生労働 省から
評価依頼があった ところです 。SRMの範 囲の見直しに つきまして は、第9 7回のプリオ ン専門
調査会におきまし て、その見直し に当たって 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 とされました。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。
これにつきまし ては、参考資 料２－１にご ざいますよう に、２月19 日付で補足資 料の提
出を厚生労働省に 依頼をしてお ります。こち らの裏が別紙 といたしま して、質問内 容とい
うことになります けれども、SRM の範囲が健康 の全月齢の扁 桃及び回腸 遠位部並びに3 0か月
齢超の頭部、脊髄 及び脊柱から3 0か月齢超の 頭部及び脊髄 に変更され た場合の管理 措置に
及ぼす影響につい て、以下の事 項に回答され たいというこ とで、１と ２を確認して いると
ころです。
「１．飼料規制 等について」 ということで ございまして 、評価に当 たり飼料規制 の有効
性が維持されるこ とが評価の前 提となること から、SRMの範 囲を変更し た場合に生じ うる飼
料（肥料を含む） において利用 可能な牛由来 原料への影響 及び家畜衛 生の観点も踏 まえた
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対応方針について御教示いただきたいとしております。
「２．日本に輸 入される牛肉 及び牛の内臓 について」。 現在、評価済 みのBSE発生 国につ
いては、輸入 条件におい て日本のSRMの 範囲を除去し た部位の輸 入を認めてお り、非 発生国
については日本のS RMの範囲の輸 入の自粛等 を指導してい ると承知して おりますけれ ども、
今後、日本のSRMの 範囲を変更し た場合に生 じ得る評価済 みのBSE発生 国及び非発生 国から
日本に輸入される 牛肉に係るSRM の範囲への 影響について 御教示いただ きたいという 、この
２点について追加資料要求を行ったところでございます。
こちらの追加資 料要求に対し まして、参考 資料２－２を 御覧いただ ければと思い ます。
本年９月21日付と なっておりま すけれども、 厚生労働省か ら補足資料 が提出されて おりま
す。
１枚めくってい ただきまして 、飼料規制の 部分につきま しては別添 １ということ で、農
林水産省から厚生 労働省へ回答 がなされてお りまして、そ ちらが提出 されていると いうこ
とでございます。 ページ番号が ２つございま すけれども、 右下のほう のページ番号 を御確
認いただければと思います。
右下の３ページ 、こち らが「SR Mの範囲を変 更した場合に 生じうる牛 由来飼料原料 への影
響等について」と いうことでご ざいます。こ ちらはまず現 行の飼料規 制の概要につ いて御
説明がございます。
少し飛んでいた だきまして、 右下のページ 番号の７ペー ジでござい ます。こちら が「動
物性たん白質・動 物性油脂の家 畜への給与に 関する規制の 概要」とい うことで、規 制の一
覧というものがお 示しされてい るところでご ざいます。こ の中でSRMの 範囲の見直し に伴い
影響を受ける品目 というものが 、この丸で囲 っている部分 となってま いります。具 体的に
は一番上のゼラチ ン及びコラー ゲン。次に、 血粉、血しょ うたん白。 次に、肉骨粉 、加水
分解たん白など。 次に、動物由 来たん白質を 含む食品残渣 、いわゆる エコフィード になり
ます。最後に動物 性油脂で不溶 性不純物0.15 ％以下のもの 。これらが 影響を受ける 品目と
いうことになります。
こちらの表です けれども、見方と いたしまして 、
「由来」が原料とな る由来の動物 になり
まして、給与対象 について牛な ど、豚、鶏、 養魚という形 で整理をさ れております 。ゼラ
チン及びコラーゲ ンにつきまし ては、ほ乳類 ・家きん・魚 介類に由来 する骨及び皮 が原料
として利用が可能 ということで ございます。 骨由来のゼラ チンについ ては、こちら には記
載がないのですけ れども、酸やア ルカリ処理 などといった 処理条件も定 められており ます。
こちらにつきましては、給与対象は牛を含め、給与が可能ということと なっており ます。
下にまいりまし て、血粉と肉 骨粉につきま しては、牛由 来のものに つきましては 、養魚
用飼料にのみ給与 が可能という ことでござい まして、由来 についてもSR Mを除くとい う形と
なっております。
その下に行きま して、動物由 来たん白質を 含む食品残渣 （エコフィ ード）につき まして
も、こちらは牛へ の給与は不可 ということで 、鶏、豚、魚 用への飼料 への利用が認 められ
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ている。下の動物 性油脂も同様 ということと なっておりま す。こちら につきまして 、食品
のSRMの範囲の見直 しが行われた 場合、どうい った影響を受 けるのかと いうことにつ きまし
ては、１ページを戻っていただきまして、右下の５ページ目になります 。
まず、「（１）飼 料用油脂」と いうことで、 こちらは先ほ ど一番下に ありました不 溶性不
純物0.15％以下で 、豚、鶏、魚 に給与される ものになって まいります 。こちらにつ きまし
ては、全月齢の扁 桃及び回腸遠 位部が特定部 位から除外さ れることに より、新たに 飼料用
油脂原料として利用されることとなるということでございます。
なお、見直しが 行われた場合 、30か月齢を 超える牛の脊 柱について は食品として 流通す
ることになるが、 農水省令の改 正を行わない 限り、飼料利 用は引き続 き不可という ことで
ございまして、30か月 齢を超える牛 の脊柱につき ましては、こちら はSRMですけ れども、と
畜場から出てくる ものですね。 農水省令のほ うで、その利 用が認めら れないという 規制を
行っておりますの で、そちらの 改正を行わな い限り、飼料 利用は引き 続き不可とい うこと
でございます。
「（２）牛肉骨粉 及び牛血粉等 」、こちらは 魚用飼料にの み認められ ているものに なりま
すけれども、全月 齢の扁桃及び 回腸遠位部が 特定部位から 除外される ことにより、 新たに
牛肉骨粉等原料及び牛血粉等原料として利用されることとなるというこ とでござい ます。
なお、見直しが 行われた場合 、30か月齢を 超える牛の脊 柱について は、食品とし て流通
することとなるが 、農水省令の 改正を行わな い限り、飼料 利用は引き 続き不可とい うこと
でございます。
次に「（３）飼料用ゼ ラチン等」でご ざいます。こち らにつきま しては、原料と して、骨
または皮のみを認 めていること から、全月齢 の扁桃、回腸 遠位部が特 定部位から除 外され
てもゼラチン等原料に利用されることはない。
なお、現行でも 全月齢の頭蓋 骨及び脊柱を 利用不可とし ており、新 たに30か月齢 を超え
る牛の脊柱が食品 として流通す ることとなっ ても、農水省 令の見直し を行わない限 り、こ
れらの部位の飼料 利用は引き続 き不可という ことで、こち らも骨につ きましては、 全月齢
の頭蓋骨と脊柱に ついては農水 省令で利用不 可ということ としており ますので、そ れを見
直さない限りは、引き続き使えないということでございます。
次に「（４）動物性たん白 質を含む食 品残渣（エ コフィード）」になりま す。こちら は豚、
鶏、魚に給与が認め られておりま すけれども、牛への給与は 不可という ことでござい ます。
見直しが行われた 場合、全月齢の 扁桃及び回 腸遠位部が特 定部位から除 外されるとと もに、
30か月齢を超える 牛の脊柱が食 品として流通 することによ り、これら の部位が含ま れた食
品を原料とするエ コフィードが 製造されるこ ととなるとい うことです 。影響を受け る品目
につきまして、ど のような影響 かということ がこちらに記 載されてい るところでご ざいま
す。
次に「３．今後の対応方針」になります。
まず（１）といたしま して、SRM の見直しが行 われた場合 、全月齢の 扁桃及び回腸 遠位部
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並びに30か月齢を 超える牛の脊 柱が新たに食 品として流通 することか ら、牛用飼料 への利
用を認めないこと を前提として 、それらの部 位を飼料用油 脂、牛肉骨 粉等、牛血粉 等並び
にエコフィード原 料として利用 した場合のBS E発生リスク への影響と飼 料利用の可否 、必要
なリスク管理措置 を、食品安全 委員会におけ る審議状況も 踏まえつつ 、検討する。 なお、
管理措置の変更に伴う関係各方面への影響をあらかじめ聴取する。
括弧内でござい ますけれども 、省令改正を 行う場合には 、家畜衛生 及び飼料安全 の観点
からの意見を農業 資材審議会飼 料分科会等に 聞いた上で、 食品安全委 員会に食品健 康影響
評価依頼を行うことが必要ということでございます。
（２）といたし まして、なお 、飼料用ゼラ チンにつきま しては、牛 に給与可能で あるこ
と等を踏まえ、現 行の飼料規制 においても、 食品では認め られている3 0か月齢以下 の牛の
脊柱の利用を認め ていないこと から、現時点では 、SRMの見 直しが行わ れたとしても 引き続
き現行の規制を継 続する方針と いうことで、 こちらが飼料 についての 今後の対応方 針にな
ります。
続きまして、ペ ージをめくっ ていただきま して、右下の 17ページに なります。こ ちらに
つきましては、「SR Mの範囲を変 更した場合に 生じうる牛由 来肥料原料 への影響につ いて」
ということでございます。
少しページをめ くっていただ きまして、23 ページ目から になります 。こちらが「 牛の部
位を利用した肥料 の原料及び製 造方法」でご ざいまして、 表が３つご ざいますけれ ども、
牛の部位を原料と している肥料 の種類。また 、それを原料 の一部とし て使用するこ とがで
きる肥料などが一覧となって添付されてございます。
これらの牛の部 位を利用した 肥料につきま しては、牛が 誤って食べ たりなどしな いよう
な管理措置という ことでござい まして、17ペ ージに戻って いただきま して、牛用飼 料への
流用・誤用防止の ために必要な 管理措置が取 られているも のがござい ます。こちら につき
ましては、牛由来 原料を原料と して生産され る肥料の摂食 を防止する ための措置と いうこ
とでございまして 、具体的には 肥料を生産す る際に摂食防 止剤を使用 したり、化学 肥料と
混ぜたり、動植物 質以外の原料 で被覆すると いったような 方法で流用 ・誤用防止の ための
管理措置を取ると いうことであ るとか、18ペ ージにまいり まして、原 料加工措置な どもご
ざいまして、こち らにつきまし ては、家畜の 伝達性海綿状 脳症の発生 の予防に効果 がある
と認められる方法 により 、原料の加工 を行う措置と いうことで 、800℃ 以上で８時間 である
とか、1,000℃以上 で燃焼、1,00 0℃以上で溶 かすといった ような措置 がリスク管理 措置と
して取られることとなっております。
牛の部位を使っ た肥料につき まして、影響 につきまして は、21ペー ジになってま いりま
す。
「２．SRMの見直し に伴う影響」と いうことで、
（１）になります けれども、こち らは蒸
製てい角や毛くず 、毛粉、蒸製 皮革粉といっ たものになり まして、角 であるとか毛 である
とか、そうい ったものか らつくられる 肥料です 。こちらはS RMが混ざる ことがそもそ も原料
からして想定され ないというこ とで、見直し により影響を 受けないと いう回答でご ざいま
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す。
（２ ）といたしま して、上記以外の牛 の部位を含む 肥料につき ましては 、見直しに より、
現行ではSRMとして 焼却されてい る扁桃、回腸 遠位部及び30 か月齢超の 脊柱がその他 の残渣
と同様に肥料原料として利用されることとなるということでございます 。
次のページにま いりまして、 肥料につきま して、今後の 対応方針と いうことでご ざいま
す。
まず（１）といたしま して、SRM の見直しが行 われた場合 、全月齢の 扁桃及び回腸 遠位部
並びに30か月齢を 超える牛の脊 柱が新たに食 品として流通 することか ら、それらの 部位を
肥料原料として利 用した場合のB SE発生リス クへの影響と 肥料利用の可 否、必要な管 理措置
を、食品安全委員 会における審 議状況を踏ま えつつ、検討 する。なお 、管理措置の 変更に
伴う関係各方面への影響をあらかじめ聴取する。
括弧内でござい ますけれども 、告示改正を 行う場合には 、肥料規制 の変更が家畜 衛生及
び飼料安全に影響 を及ぼすと考 えられる場合 には、農業資 材審議会等に 意見を聞いた 上で、
食品安全委員会に食品健康影響評価依頼を行うことが必要ということで ございます 。
（２）といたし まして、ゼラ チンにつきま して記載がご ざいます。 飼料のほうで ゼラチ
ンの記載がござい ましたので、 あわせて、食 用ゼラチンを 肥料として 利用した場合 は、液
状複合肥料などに 該当するとい うことでござ いますけれど も、現行の 肥料規制にお いて、
食品では認められ ている30か月 齢以下の牛の 脊柱の利用を 認めており 、飼料用ゼラ チンと
扱いが異なること から、見直し後 の牛の脊柱 の扱いについ て、利用の見 込み等を勘案 の上、
検討が必要ということでございます。
以上が、肥料規制への影響という部分になってまいります。
最後に左下30ペ ージの部分に なってまいり まして、こち らが厚生労 働省からの日 本に輸
入される牛肉及び 牛の内臓につ いての日本国 内のSRMの範 囲の見直しに よって、どう いう影
響が出るかということに対する回答でございます。
まず「１．現行の輸入規制の概要」ということが記載されております 。
「（１）BSE発生 国」について 、食品健康影 響評価をまだ 受けていな い国がござい ますけ
れども、そういっ た国について は衛生証明書 を受け入れな いというこ ととしており ますの
で、輸入がされていないということでございます。
②といたしまし て、食品健康 影響評価の結 果に基づき安 全性が確保 されていると 認めら
れている国。いわ ゆる評価済み 国ということ になってまい りますけれ ども、こうい った国
については30か月 齢以下の牛に 由来する牛肉 及び牛内臓で あって、扁 桃及び回腸遠 位部が
含まれていないこ となどの輸入 条件に適合す るものについ ては輸入を 認めていると いうと
ころでございます。
「（２）BSE非発 生国」につき ましては、BS Eの発生報告 がない国にお いて、万が一 、BSE
が発生した際の混 乱を未然に防 止する必要が あることから 、これらの 国からの牛の 頭部、
脊髄、回腸遠位部 及び脊柱の輸 入については 、これを控え るよう輸入 業者に指導し ている
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ということでございます。
「２．今後の対 応方針」とい たしましては 、食品健康影 響評価の結 果に基づいて 、安全
性が確保されてい ると認められ る国または地 域からの輸入 条件の改正 については、 国内措
置のSRMの範囲の変更にかかわらず、食品健康影響評価が必要と考えて いる。
また、従来 BSEの発生報 告がない国か らの牛肉等の 輸入者に対 し、輸 入を控えるよ う指導
しているSRMの範囲 については、 仮に国内措 置のSRMが変更 された場合 、見直しの検 討が必
要と考えているということでございます。
説明は以上です。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの説明について、御質問等、御意見がございましたら、お願 いいたしま す。
飼料・肥料とも にSRMの見直し によって影 響が生じる品 目があるとい うことであり ます。
これらについて、 牛用飼料への 利用は認めな いということ を前提とし て、飼料・肥 料、両
方の原料として利 用した場合のB SE発生リス クへの影響と、飼 料・肥料への利用 回避等、必
要なリスク管理措 置を食品安全 委員会におけ る審議状況を 踏まえつつ 、今後、リス ク管理
機関においても検 討するとされ ております。 また、管理措 置の変更に 伴う関係各方 面への
影響をあらかじめ聴取するということであります。
いかがでございましょうか。お願いします。
○水澤専門委員

この方針で私 は結構だと思 います。少し 知りたいの は、時間的な 見通し

というのでしょう か。どのくら いのスピード 感で進めてい けばいいの かというのは 関心が
ありますが、どうでしょうか。
○村上座長

事務局、いかがでしょうか。

○田中課長補佐

スピード感は 聞いておらず 、ここの回答 のとおりと いうことでご ざいま

す。
○水澤専門委員

これは時間的 には別に制限 はなくて、か なりゆっく りやっても大 丈夫と

いうか、時間はあるのでしょうか。そういう理解でいいのでしょうか。
○鋤柄評価第二課 長

まずは慎 重に御審議い ただくことが 重要だと思 っております ので、

特に時間的な制限についてはないと、私どもは現時点では考えておりま す。
○水澤専門委員
○村上座長

では、時 間をかけて 、しっかり やるという感 じですかね 。わかりま した。

ほかにございませんか。

○筒井専門委員

私の理解が間 違っていたら あれですけれ ども、実際に SRMの範囲が 見直さ

れ、と畜場における SRMの処理と 農水省で扱う 飼料の区分が 変わるとい うことになっ た場合
に、と畜場の処理 と異なる規制 を農水省側は やるというこ とになると 、その区分け といい
ますか、SRM の範囲の違い による 、と畜場にお ける混乱とい うものが生 じるのではな いかと
いう気がするので すけれども、 そのあたりは 連携してやら れるという ことになりま しょう
か。
○鋤柄評価第二課 長

御指摘の 点は、まさに 我々も心配し ているとこ ろでございま して、
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今回の回答につい ては外形的な 、いわゆる法 律上はどうな っているか という回答で ござい
ますので、実際に どうなるかと いったことは 、農水省、厚 労省のほう も関係方面と よくヒ
アリングをした上でやっていくというようなお話になっております。
したがいまして 、今、筒井先 生から御指摘 のありました ような、具 体的にどうな ってい
くのかといったよ うなことにつ きましては、 私ども事務局 のほうで、 リスク管理機 関との
間で、さらに整理をする必要があるのかもしれないと思っているところ でございま す。
○村上座長

ありがとうございます。

ほかにございま せんか 。今の御議論 のように 、そもそも リスク評価機 関としてSRM の見直
しに関して、飼料 規制等、広範 な影響を調べ る必要がある としてお願 いしたところ でござ
います。今回の報 告では影響も あるというこ とであります けれども、 事務局からも 説明が
ございましたよう に、リスク管 理機関と事務 局で今後よく 状況を整理 してもらう必 要があ
るのではないかと思いますが、こういった方針でよろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

ほかに御意見等はございませんか。
それでは、今後SRMの範 囲の見直しに よる影響につ いては 、リスク管 理機関と事務 局にお
いてよく状況を整理いただくことといたします。よろしいですね。
（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、事務 局は状況にま た進展がござ いました場合 には、適宜 、専門委員に 報告い
ただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
予定されており ました議事に つきましては 、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。ありがとうございました。
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