食品安全委員会プリオン 専門調査会
第104回会合議事録

１．日時

平成29年５月17日（水）

２．場所

食品安全委員会

10:00～11:38

中会議室

３．議事
（１）鹿慢性消耗性疾患（CWD）を巡る状況について
（２）BSE対策に関する調査結果等について（厚生労働省及び農林水 産省からの報 告）
（３）その他

４．出席者
（専門委員）
村上座長、筒井専門委員、高尾専門委員、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、 横山専門委 員
（食品安全委員会）
佐藤委員長
（説明者）
厚生労働省

道野監視安全課長

農林水産省

須永畜水産安全管理課長補佐

（事務局）
川島事務局長、鋤柄評価第二課長、橘評価調整官、
今西課長補佐、大快係長、大西技術参与

５．配布資料
資料１

平成29年度食品安全委員会運営計画

資料２－１

CWDの一般情報（USDAホームページより）

資料２－２

CWD発生情報

資料２－３

CWDの人への感染に係る知見

資料３－１

BSE対策に関する調査結果（厚生労働省）

資料３－２

BSE関係飼料規制の実効性の確保（農林水産省）

参考資料１

ノ ルウェーから のシカ科動物 及び同科動物 由来畜産物 の輸入停止措 置につ
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いて（農林水産省プレスリリース）
参考資料２

EFSA SCIENTIFIC OPINION Chronic wasting disease (CWD) in cervids

参考資料３

発生国におけるCWDの人へのリスクに関する見解

参考資料４

CWDの人への感染に係る知見（詳細版）

参考資料５

L-BSEの伝達性に係る研究報告（農研機構）

６．議事内容
○村上座長

定刻 でございます。た だいまから第 104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、堂浦専 門委員、中村 桂子専門委 員、眞鍋専門 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 4回プ
リオン専門調査会 議事次第」をごらん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。
○今西課長補佐

まず資料を確 認させていた だく前に、事 務局の人事 異動がござい ました

ので、御報告させていただきます。
私ごとなのです が、４月１日 付で田中課長 補佐の後任と して本調査 会を担当させ ていた
だくことになりました、今西といいます。よろしくお願いいたします。
また、例年のこ とですが、５ 月から９月末 までがクール ビズとなっ ております。 服装の
軽装を励行とさせ ていただいて おりますので 、御協力いた だければと思 っております ので、
よろしくお願いいたします。
それでは、本日の配付資料を確認させていただきます。
まず１枚目は議 事次第となり まして、座席 表、専門委員 名簿のほか 、本日は資料 １、資
料２－１、資料２－２、資料２－３、資料３－１、資料３－２となって います。
また、参考資料については参考資料１～５ということで５点配付して おります。
不足等があれば事務局に教えていただければと思います。よろしいで しょうか。
なお、参照文献 等は机上にフ ァイル、一部 はタブレット で用意して おりますので 、必要
に応じ、適宜ごらん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
の関係等で大部に なりますこと 等から、傍聴 の方にお配り 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

それ では、事務局 から平成15年 10月２日の食 品安全委員 会決定「食品 安全委
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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。
○今西課長補佐

それでは、本 日の議事に関 する専門委員 の調査審議 等への参加に 関する

事項について御報告いたします。
本日の議事につ いて、専門委 員の先生方か ら提出いただ 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
事由に該当する専門委員はいらっしゃいませんでした。
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、議題 に入ります前 に、事務局か ら平成29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

改めまして、先生方には本年度もよろしくお願いいたします。

私からは、平成2 9年度の食品 安全委員会の 運営計画につ きまして、 資料１を使い まして
昨年度の計画と異なる点を中心に概要をお話させていただきたいと思い ます。
まず資料１の２ ページをお願 いいたします 。委員会運営 の重点事項 でございます けれど
も、「（２）重点事 項」のうち、 ①食品健康影 響評価の着実 な実施につ いては、構造 活性相
関、ベンチマーク ドーズ法等に 関する記述を 加えておりま す。また、 ②リスクコミ ュニケ
ーションについて は、国民の関 心の高い事項 への重点化及 び最新媒体 の活用を図る ととも
に、マスメディア 及び消費者団 体に加え、事 業者団体及び 職能団体と の連携を強化 すると
いった旨を明確化しております。
次に３ページの 第２（４）に 委員会と専門 委員会の連携 の確保とご ざいますが、 これに
つきましては食品 安全委員が専 門調査会に出 席するといっ たような取 り組みが効果 を発揮
しているといったことから、その旨を踏まえた記述に改めております。
第３の食品健康 影響評価でご ざいますが、 ページが変わ りまして２ の評価ガイド ライン
の策定等につきま しては、アレ ルゲンを含む 食品の表示に 関するガイ ドラインの検 討を開
始する旨を加える とともに、ベ ンチマークド ーズ法を用い た評価及び 遺伝毒性発が ん物質
の評価並びに構造 活性相関等に ついて、検討 の状況を踏ま えて書き分 けるといった ことに
しております。
３（２）の自ら 評価につきま しては、②ア ルミニウムに 関する調査 審議を開始す る旨を
加えるとともに、 先ほど御説明 しましたが、 ④アレルギー 物質を含む 食品の表示に 関する
ガイドラインの検討を開始する旨につきまして加えております。
次に第４の１、食 品健康影響評 価の結果に 基づく施策の 実施状況の調 査につきまし ては、
評価が終了した案件が相当数に上ることから、調査方法の見直しを検討 いたします 。
２、食品安全モ ニターからの 報告につきま しては、企画 等専門調査 会において情 報発信
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効果に関する御意 見等があった ことから、ア ンケートにお いてその評 価が可能とな るよう
な項目を設定することを検討いたします。
第５の１の食品 健康影響評価 技術研究につ きましては、 ６ページの （３）に中間 評価等
におきまして主任 研究者に対す る研究の進捗 状況に関する 確認が図ら れてきている ことか
ら、これらに加え まして（４） の実地指導で 経理事務担当 者に対する 経費の執行状 況に対
する確認等への重点化を図っていこうとしております。
また、ページの 下の３、研究 ・調査事業の プログラム評 価に向けた 追跡評価の実 施につ
きましては、プロ グラム評価等 が平成31年度 に行われる予 定であるこ とから、これ に必要
なフォローアップを行っていくこととしております。
次に、第６のリ スクコミュニ ケーションで ございますが 、１（２）F acebook等を 通じた
情報の発信につきましては、編集専任者を配置するといった旨を加えて おります。
また、ページ の下の２「食品の安全 」に関す る科学的な知 識の普及啓 発につきまし ては、
一般消費者を対象 とした基礎的 な講座と、事 業者や研究者 を対象とし た高度な講座 等を別
途に開催する旨、 また、視覚的 に理解しやす い媒体による 情報の提供 を検討する旨 を念頭
に置いた記述に改めております。
次のページでご ざいますけれ ども、３に関 係機関・団体 との連携体 制の構築とい うこと
で、（２）の地方公 共団体、（３ ）マスメディ ア、消費者団 体、事業者 団体、関係す る職能
団体といったもの との連携。加 えまして（４ ）に学術団体 との連携と いうことで、 重点分
野を明確化する旨 及び学会本体 への参加とブ ースへの出典 等を連動さ せるといった 旨を加
えております。
最後に９ページ の下から第９、国 際協調でござ いますけれど も、
（１）の国際会議 等につ
きましては、10ペ ージに現時点 における開催 予定を掲げて おります。 今後さらに変 更、追
加等があるものと考えております。
また、（３）の海 外の食品安全 機関等との 連携強化でご ざいますが、 既にドイツの BfRと
の協力文書を締結 したことを踏 まえた記述に 改めるととも に、今後米国 のFDAとの連 携につ
いて明確化を図っているということでございます。
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。

ただいまの平成2 9年度の計画 の説明につき まして、御質 問等ござい ましたらお願 いいた
します。よろしいですか。
それでは、本日 の審議に入り ます前に、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。
前回はオースト 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
響評価については 、評価書案に ついて起草委 員及び事務局 から説明が 行われました 後、審
議が行われました 。審議の結果 、オーストリ アに係る輸入 条件に関す るリスクの差 につい
ては、いずれも非常に小さく、ヒトへの健康影響は無視できると評価さ れました。
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本件につきまし ては、昨年11 月30日から12 月29日までの 期間でパブ リックコメン トの募
集を行い、本 年１月10日 の第634回食品 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、議事１を開 始いたしま す。鹿慢性消耗性疾 患（CWD）については、現時 点では
ヒトのプリオン病 との関連を示 す報告はござ いません。そ の一方で近 年、世界では 鹿での
発生が認められて おり、水澤専 門委員からも 専門調査会に おいて知見 を収集したほ うがよ
いのではないかと の意見をいた だいておりま す。そこで、 事務局にお いて科学的知 見等を
収集し、取りまとめていただきました。
まず、水澤専門委 員から経緯な どについて コメントがご ざいましたら お願いいたし ます。
○水澤専門委員

水澤でございます。

今 、 御 紹 介い た だ き まし た よ うに 、 鹿 の プリ オ ン 病で あ り ま す慢 性 消 耗病 （ Chronic
Wasting Disease : CWD）につき ましては、皆 さん御存じの ように、北 米で蔓延して いるわ
けでありますけれ ども、特に昨 年の前半期に 欧州で初めて 発見される ということ、 あるい
はお隣の韓国では もともと存在 が知られてお りましたが、 それも非常 にふえるとい ったこ
とが発表されまし た。ち ょうど昨年 、食品安 全委員会にも 御支援いただ きましてPrio n2016
というプリオン病 に関する唯一 の国際会議で ありますけれ ども、それ を東京で開催 させて
いただきましたが、そこでもさまざまな御発表がございました。
今、申し上げま したように北 米での蔓延、 欧州はどうい う形で広ま ったのかはわ かりま
せんけれども、き ょう御発表が あるかもしれ ませんが、欧 州で初めて 発見されて、 しかも
それが４月の段階 で１頭だった ものが、９月 には５頭にま でふえてい るといったこ ともご
ざいます。それか ら、お隣の韓 国での増加と いったこと。 昨年の学会 でも御発表が ござい
ましたけれども 、CWDのプ リオンは最強 と言ってよい でしょうか 、土壌 とか植物も汚 染され
ていることが米国 の研究者から 発表がござい ました。それ を食べる鹿 が水平感染を 起こす
といったことが想 定されている と思いますの で、そういう 意味では今 のところ種の 壁があ
ってヒトへの感染 の事例は知ら れておりませ んけれども 、ある意 味ではBSE 、牛海綿 状脳症
のプリオンよりも強力である可能性はあると思います。
また、その 背景となる ものといたし ましては 、BSEに関し てはかなり コントロール されて
きていると思いま すけれども、B SEの原因と なりますBSEプ リオンがど こから来たの か、そ
の由来について我 々はまだ知ら ないわけであ りまして、ス クレイピー ではないかと いった
ことが想定はされ ておりますが 、確たる証拠 はありません 。スクレイ ピーの時代に は種の
壁があって、人には感染 しないと言っ ていたものが 、牛を 介して変異型 CJDというヒ トのプ
リオン病が発生し たという事実 がございます ので、やはりC WDにつきま してもきちん と情報
を収集して、我々 としては注意 をしていくこ とが必要だろ うというこ とでかねてお 願いを
申し上げておりま した。今回こ のように議題 にしていただ いて大変あ りがたく思っ ており
ます。ぜひ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。
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それでは、事務局よりCWDに関する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２－１をご らんください 。資料２－１ は米国農務省 、USDAがホ ームページで 公表し
ているCWDに関する 一般情報の抜 粋でござい ます。鹿慢性 消耗性疾患（ CWD）は、御 承知の
とおりエルク（アメリカ アカシカ）、シカ、ムー ス（ヘラジカ）などの 鹿に感染が認 められ
ているTSEであり、米国では1967年に初めて発生が確認されております 。
３パラグラフ目 の下線部をご らんください 。CWDの 鹿間の伝達 については 、正確な メカニ
ズムは解明されて いませんが、 体液や組織中 の異常プリオ ンを含む唾 液や糞尿を介 して、
動物間で感染する ことが示唆さ れております。ま た、CWD感受性の 動物としては、ノ ースア
メリカンエルク（アメ リカアカシカ ）、アカシカ、ミュ ールジカ、オグ ロジカ、オジロ ジカ、
ニホンジカ、ムース（ヘラジカ）といったものが知られております。
４パラグラフ目 ですけれども、CWDに感染し た動物が示す 臨床症状と しては進行性 の体重
減少、よろめき、振戦、協調運動障害、抑鬱、流涎等が認められており ます。
続きまして資料 ２－２をごら んください。資料２－２で はCWDの背景 情報といたし まして、
世界のCWDの発生状 況を簡単にま とめさせて いただいてお ります。先ほ どの説明にも ござい
ましたけれども、CWDは アメリカアカ シカ、アカシカ、ミュー ルジカ、オグロジ カ、オジロ
ジカ、ニホンジカ 、ヘラジカに 対して感受性 を持つとさせ ております 。また、昨年 はノル
ウェーにおいてトナカイでも発生が確認されております。
続きまして 、CWDの発生 国別に状況を 簡単に御説明 させていた だきます 。米国では2 4の州
において発生が確 認されており ます。飼育下 では1967年に コロラド州 の野生動物研 究施設
の捕獲されたミュ ールジカで初 めて確認され て以来、2016 年10月まで に17の州で発 生が確
認されております 。一方、野生 では1981年に コロラドで初 めて確認さ れており、以 降、21
州において発生が確認されております。
続きまして、カ ナダの状況で ございます。 カナダでは19 96年にサス カチュワン州 のアメ
リカアカシカ農場 で最初の発生 が確認されま した。以降20 16年10月現 在、アルバー タ州及
びサスカチュワン州の２州において野生及び飼育下で発生が確認されて おります。
米国とカナダの 状況を示した のが図１でご ざいます。米 国の黒く染 まっているエ リアが
2000年よりも以前 から発生が知 られているエ リアでござい ます。主に コロラド州と ワイオ
ミング州を中心に発生が認められているということでございます。
次のページをめ くっていただ きまして、韓 国の状況でご ざいます。 韓国では2001 年に忠
清北道のアメリカ アカシカ、こ ちらは1997年 にカナダのサ スカチュワ ン州から輸入 された
個体ですけれども 、このアメリ カアカシカで 発生が確認さ れ、その後 の調査で同輸 入群か
ら計９頭の鹿で発 生が確認され ました。それ以降 、2016年12月 までに忠清北 道、忠清 南道、
全羅南道、慶尚北 道、慶尚南道 及び京畿道の ６道において 、計86例の 発生が認めら れてお
ります。図２は、その発生が認められた６つの道を示しております。
続きまして、ノ ルウェーの状 況でございま す。ノルウェ ーでは2016 年４月、昨年 ４月に
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CWDの発生が認めら れました。こ れは欧州で 初めて認めら れたCWDの症 例でございま す。そ
れ以降、Nord fjella地域 及びTrondheim 近郊において 、トナ カイ及びヘ ラジカで５例 の発生
が確認されており ます。図３の 下のほうの赤 くなっている エリアがNor dfjella地域 で、こ
ちらではトナカイ の３症例が認 められており ます。一方、 上の２つの 赤丸がござい ますけ
れども、これがTrondheim近郊で認められた２例のヘラジカの症例でご ざいます。
続きまして参考 資料１をごら んください。日本におきま してはCWDの 発生というの は現在
までには認められ ておりません が、農林水産 省が家畜防疫 の観点からCW Dが発生した 国から
シカ科動物及びシ カ科動物由来 の畜産物の輸 入停止措置を 講じており ます。参考資 料１は
昨年、ノルウェーで CWDが発生し た際に講じら れた輸入停止 措置に関す る農林水産省 のプレ
スリリースでございます。
続きまして参考 資料２をごら んください。 こちらは欧州 食品安全機 関（EFSA）が 本年１
月に公表したCWDに 関する科学的 意見書でご ざいます。こち らの７ペー ジをごらんく ださい。
文字が小さくなっ ていて恐縮な のですけれど も、1.1.2と いたしましてT erms o f Refe rence
とございます。こ ちらが昨年、 欧州のリスク 管理機関であ る欧州委員 会（EC）から リスク
評価機関であるEFSAに対して意見を求めた内容でございます。
内容といたしま しては１から ５までござい ますけれども 、１といた しまして北欧 の地域
における有病率推 定のためのサ ーベイランス に関するレコ メンデーシ ョンを求める という
もの。２とい たしまして 、CWDの 発生に伴う公 衆衛生上のリ スクに関す るエビデンス につい
て。CWD発生 地域由来のシ カ製品への自 然状態での暴 露は、公衆衛生上 のリスクにな るか否
かというものにつ いて意見を求 めるというも の。３ といたしまし て、EU 域内へのCWD の侵入
拡大を防ぐために 、必要なさら なる家畜衛生 的な措置につ いてのレコ メンデーショ ンを求
めるというものでございます。
こちらの参考資 料２としてい る意見書では 、１～３に対 するEFSAの 意見が述べら れてお
りまして、４番のC WDの診断法、 ５番のCWDの EUのサーベイ については 、本年12月末 までに
意見書が公表される予定でございます。
EFSAは食品安全 委員会と所掌 範囲が多少異 なっておりま して、公衆 衛生上のリス クに加
えて家畜衛生上の リスクも評価 することにな っておりまし て、こちら の１と３につ いては
家畜衛生にかかわ る部分となっ ておりますの で、本日は２ の公衆衛生 に関する部分 の結論
についてのみ簡単に御紹介させていただければと思っております。
47ページをごら んください。4 .2といたし ましてAnswer to Term of Reference 2 という
ところがございま す。こちらがEF SAのCWDの公 衆衛生上のリ スクに関す る見解の部分 でござ
います。上から御紹介させていただきます。
１ポツ目ですけ れども 、感染が種間 バリアを超え て起こるか否 かにかかわら ず、TS Eの宿
主への感染性には 多くの因子が 影響する。現 時点ではCWDを 含むあらゆ る動物のプリ オン病
について、人獣共 通感染症であ る可能性を直 接的に評価す るための全 ての宿主及び 病原体
によるバリアビリ ティーを含ん だ実験系はな いということ を前置きと して言ってお ります。
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続いて２ポツ目 としてCWDはリ スザルには 伝達するけれ ども、マカク やヒト型マウ スを含
むほかのモデル動物への in vivo における伝達は現時点で報告されていない。
３ポツ目といた しまして、 in vitro で増幅 されたCWDに よってヒトPr PがPMCAで変 換され
るという新たな知 見が得られた。ま た、TR-QuICを用い た実験は、タン パク間相互作 用のレ
ベルでCWDのヒトへ の伝達を阻害 する分子バ リアというの は、従前考え ていたよりも 脆弱で
ある可能性を示唆している。
４ポツ目として 、上記 の２点を踏ま えると 、CWD感染シカ と人の間に おける絶対的 な種間
バリアを示す証拠はない。
この２～４ポツ 目の個別の実 験結果につき ましては、後 ほど知見を まとめたもの を詳し
く御説明させていただきます。
５ポツ目としてC WDの株有病率 、宿主の範囲 及び人獣共通 感染症であ る可能性につ いては、
完全にはわかって いない。現時 点で得られて いる宿主の範 囲やヒトへ のリスクに関 する全
てのデータは、北米 のシカにおい て確認され たCWD症例によ るものである 。ノルウェー のCWD
症例を用いた予備試験による知見は、欧州と北米の株が異なる可能性も 示唆してい ます。
６ポツ目といた しまして 、CWDプリオ ンは骨格筋や その他の可 食部位にも存 在する 。この
ことは人が流行地域において感染物を消費する可能性を示す。
７ポツ目といた しまして 、CWDの人へ の感染が成立 するための 暴露量や 、それが株 や宿主
でどう変わるのか ということに ついてはデー タがない。経 口暴露のレ ベルは動物に おける
TSEの有病率とフー ドチェーンに 入る動物組 織に分布する 感染性に大き く影響される 。後者
についてはBSEやス クレイピーで はSRM除去で その量が減じ られている が、北米で消 費され
ているシカは当該措置は義務づけられていない。
８ポツ目といた しまして、こ れまでに実施 された疫学調 査によれば 、人のsCJDの 発生と
CWDへの暴露という ものには関係 性は示され ていない。sCJD のサーベイ ランスは欧州 及び北
米における年間平 均致死率は、1 00万人当た り１～1.5症例 と比較的一 致しているこ とが示
されている。
以上がEFSAが公衆衛生上のリスクというところで示している見解でご ざいます。
続きまして 、参考資料 ３をごらんく ださい 。こちらにはC WDの発生が 認められてい る各国
の機関がホームペ ージで公表し ている、CWDの 公衆衛生上の リスクに関 する見解をま とめた
ものでございます。
米国の疾病予防 管理センター （CDC）では 、これまで幾 つかの疫学的 研究がCWDは ヒトに
伝達していない証 拠を示してい る。さらにサ ーベイランス の結果、コ ロラド州やワ イオミ
ング州においてCJD の発生が増加 しているこ とが示されて いない。CWD に感染してい る可能
性のあるシカやエ ルクの肉への 暴露リスクが 高い人の集団 において、 ヒトのプリオ ン病を
確認することに焦 点を置いた研 究が行われて きた。その結果 、CWDの暴 露から発症ま でには
長時間を要するた め、仮にあった とするとCWD のヒトへのリ スクといっ たものがどう いった
ものかについて言及するには、長年のフォローアップが必要であるとし ております 。
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続きま して 、カナ ダの食 品検 査庁（C FIA） でござ いま すけれ ども、C FIAは20 12年 にCWD
のファクトシート を公表してお りますが、現 在のところシ カやエルクに おけるCWDの ヒトへ
の伝達を示唆する科学的証拠はないとしております。
続いて、昨年発生 が認められた ノルウェー の食品安全科 学委員会がCW Dに関する意 見書の
中で、現在、CWDプ リオンとヒト のプリオン 病との関連を 示す知見はな い。CWDのヒ トへの
伝達の例は知られ ておらず、バ イオアッセイ 及びin vitro における実 験データは種 間バリ
アの存在を示して いるが 、伝達の可能 性を除外する ことはできな い。CW Dプリオンの 可塑性
及びノルウェーで 分離された株 の伝達性に関 するデータの 不足による 不確実性を考 慮して
も、CWDの人獣共通感染症としてのリスクは極めて低いと考えるとして おります。
CWDの一般的な情報に関する説明は以上でございます。
○村上座長

引き 続き、事務局よ り取りまと めたCWDに関す る科学的な 知見について 説明を

お願いいたします。
○大快係長

引き続き説明させていただきます。

資料２－３をご らんください。資料２－３ ではCWDのヒト への感染に 係る知見につ いてま
とめたものでございます。
CWDの公衆衛生上 のリスクにつ いてわかっ ていることを 簡単にまとめ たもので、こ ちらの
詳細版は参考資料 ４となってお りますので、 御参考として 御参照いた だければと思 ってお
ります。
資料２－３の１ ページ目をご らんください 。初めに１点 、修正がご ざいまして、 ページ
の下の脚注にシカ の名称がござ いますけれど も、ここのELK については ヘラジカと記 載して
ありますが、正確にはアメリカアカシカでございます。失礼いたしまし た。
１ページ目は、ヒ トのモデル動 物へのCWDプ リオンの感染 実験結果を 整理してござ います。
（１）サルへの投与実験です。上から順に簡単に説明をさせていただ きます。
Marshらは、リス ザルへの脳内 接種実験、 これはCWD感染 ミュールジ カの脳組織40m g相当
を接種した実験で すけれども、 こちらを接種 した結果、２ 頭中２頭に 感染が認めら れてお
ります。
続いてRaceらは 、リスザル及 びカニクイザ ルに脳内接種 または経口 投与による実 験を行
いました。リスザル への脳内接種 は脳組織２m gまたは20mg、リスザルへ の経口投与は6 00mg、
カニクイザルへの 脳内接種は５m g、カニクイ ザルへの経口 投与は800mg 相当でござい ます。
また、この実験 をミュールジ カ、エルク、 オジロジカ由 来の脳組織 でそれぞれ実 施して
おります。その結 果、リスザル につきまして は脳内接種で 13分の13、 経口投与で12 分の11
と高率で感染が認 められており ます。一方で 、カニクイザ ルに対して は６分の０、 ８分の
０と感染は認められておりません。
続いてComoyらで すけれども 、オジロ ジカの脳組織 40mg相当 、これは 上のRaceらの ８倍の
量になりますが、 それをカニク イザルの脳内 、さらにそれ と同時に脳 組織８mg相当 を扁桃
内に接種した結果、そのサルには感染が認められなかったというもので ございます 。
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このよ うに リスザ ルとカ ニクイ ザルと でCWD プリオ ンに対 する感 受性 が大き く異な って
おりますけれども 、両方を用い て実験を行っ ているRaceら はディスカ ッションの中 で、進
化学的にはカニク イザルはヒト により近縁で あり、ヒトもC WDに対して 耐性を持つだ ろうと
言っています。ま た、プリオン タンパク質の アミノ酸配列 で見ても、 カニクイザル がより
ヒトに近いことが示されております。
次に（２）ヒトPrP発現ト ランスジェニ ックマウスへ の投与実験 でございます。マ ウスで
は脳内接種実験の みが行われて おりますけれ ども、いずれ も感染は確認 されておりま せん。
一番上のKongらは 、Tg40 とTg1という２ 種類のライン のマウスに 接種を行いま した。ライン
の名前の横に記載 している129 M×１というのは 、ヒトのプリ オンタンパ ク質のＮ末 端から
数えて129番目のア ミノ酸がメチ オニンのタ ンパク質を持 つ通常発現量 の１倍、つま りこれ
は通常と同程度発 現していると いう意味でご ざいますけれ ども、そう いう意味にな ってお
ります。一般に129 番目のアミノ 酸がメチオニ ンのものがプ リオン病に 対する感受性 が高い
と言われております。
このKongらです けれども、こ れを１倍また は２倍発現す るマウスに 脳内接種を行 い、感
染は認められませんでした。
Tamgüne yらは 、129メ チオニ ン型を ２倍発 現する マウス に脳内 接種し 、感染 はこち らも
認められませんでした。
Sandbergらは、129バ リンを６倍、129 メチオニンを ４倍、129メチオ ニンを２倍発 現する
マウスに脳内接種しましたけれども、いずれも感染は認められませんで した。
Wilsonらは、129メチ オニン、メチオニ ンとバリンの ヘテロ、バリン 型を１倍発現 するマ
ウス。ちなみにこ ちらのWilson らはノックイ ンのマウスを 用いており まして、タン パク質
をコードする遺伝 子自体のゲノ ム上の位置も 、本来のプリ オンタンパ ク質と同じも のを使
用しておりますけれども、こちらでも感染は認められませんでした。
Kurtらは129メチ オニン型を１ 倍発現する マウスに接種 し、こちらも 感染は認めら れてお
りません。
トランスジェニ ックマウスに 関しましては 説明させてい ただいたと おり、これま で感染
が認められたケー スというのは ございません 。ただし、査 読を受けて 公表されてい る論文
ではなくて、学会 発表としてで ございますけ れども、昨年 ５月に開催 されましたプ リオン
2016東京におきま して、Kongら がヒト型のプ リオンを発現 するマウス で低率ではご ざいま
すけれども、伝達 が成功したと いうことを発 表しておりま すことも補 足させていた だきま
す。
続きまして２ペ ージ目をごら んください 。こちら はin vi troにおける ヒトPrPの変 換実験
でございます。Raym ondらは129メ チオニンま たは129バリン のヒトPrPを CWDプリオン で変換
する実験を行いま したけれども、その結果、わ ずかに変換さ れたという ことでござい ます。
その変換の効率は シカPrPを基質 とした場合 は14倍以上、C JDの脳をシ ードとした場 合は５
倍以上の高率で変換されております。
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Liらは、ヒトの 脳組織を基質 として変換を 行い、低pH条 件では陽性 、中性条件で はわず
かに陽性という結 果でした。た だし、シカ科 動物の脳を基 質とした場 合よりは、変 化効率
は低かったというものでございます。
Kurtらは、ヒト のプリオンタ ンパク質を発 現するマウス の中枢神経 組織及びアカ ゲザル
の脳組織を基質として変換実験を行ったところ、こちらは変換されませ んでした。
Barriaらは、ヒ トのプリオン タンパク質を 発現するマウ スの脳を基 質として変換 実験を
行ったところ、変 換されません でした。ただ し、シカのプ リオンタン パク質を基質 として
PMCAによる増幅を 繰り返したり 、シカPrPの 発現マウスへ の継代を繰り 返すことによ って、
ヒトPrPを変換するようになるということを示されました。
Luersは、ヒトPrPの変換を行い、変換はこちらは認められませんでし た。
その下のBarria らは、ヒトの 脳組織やトラ ンスジェニッ クマウスの 脳組織または 培養細
胞由来のプリオン タンパク質を 基質として変 換実験を行い 、こちらは 変換されたと いう報
告をいたしました。
Kurtらは、トラ ンスジェニッ クマウスの脳 組織を基質と して用いま したけれども 、変換
されませんでした。
Davenportらは、 クローニング されたヒトP rPを基質とし て変換実験 を行った結果 、こち
らはBSEよりも高率 に変換が認め られたとい うことでした 。こち らのin vitroの知見 では多
くの報告において 変換が認めら れない、もし くは効率が低 いことが示 されておりま すけれ
ども、その一方でBa rriaらとDave nportらは一 定の変換効率 が認められ たという旨を 報告し
ております。ただ し、Barriaら はin vi voのモデルは in vit roに比べて より複雑で、 生理的
には適したもので ある。in vitr oで変換が認 められたとい う実験結果 というのは、 少なく
ともヒトPrPはCWD プリオンに対 して絶対的な 障壁を持って いるわけで はないという ことを
示していると言っ ています。また、Dave nportらは種 間バリアに関 するin vitroでの推 測は、
より複雑 なin vi voに おける プロセ スを省 略化 したも のであ ること に気 をつけ なけれ ばな
らないとディスカッションをしております。
続きまして３ペ ージ目をごら んください。 こちらは疫学 的な知見に ついてまとめ させて
いただいておりま す。まず１つ目 がCWDとの関 連が調査され た米国のヒ トの個別症例 につい
てでございます 。これら の症例は比較 的若くしてプ リオン病を発 症したなどか ら、CW Dへの
暴露などといった関連性が調査されたものでございます。
一番上のBelayら とAndersonら を合わせて 全部で13の症 例について、 CWD発生地域 でシカ
の狩猟を行ってい たか、それから 、発生地域由 来のシカ肉の 喫食歴はあ るかなどにつ いて、
家族や知人への聞き取りなどから調査を行ったというものでございます 。
そのうち、いずれの症 例もCWDへの暴 露のエビデン スはないか 、ある いはあった場 合でも
遺伝性のCJDであっ たり、アルツ ハイマーと診 断されたもの でございまし た。このこと から、
著者らはCWDが人間に伝達したことを強く示す証拠は得られなかったと しています。
また、CWDの発生 地域と非発生 地域とでヒ トのCJDの発生 を比較する と、発生地域 である
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コロラド州、ワイオ ミング州で10 0万人当たり 1.2人もしく は0.8人となっ ており、およ そ100
万人当たり１人と 言われているC JDの一般的 な発生状況と 大きな差はあ りませんでし た。こ
のことから、CWDの ヒトへの伝達 のリスクはあ ったとしても 低いという ことを示唆し ている
としています。
続きまして 、２つ目の ○でございま す。コ ロラド州でCWD に関連した 相対リスクを 調査し
たものでございま す。CWDの発生 が知られる コロラド州で すけれども、 州内でもCWD が発生
している郡として いない郡があ るのですが、 その両郡にお けるCJDまた はCJDを含む 神経変
性疾患で死亡する 相対リスクを 州の死亡証明 のデータから 調査したも のでございま す。そ
の結果、両郡間で統計的に有意な差はなかったというものでございます 。
また、州内の197 9年から98年 の間と、99年 から2001年の 間において も同じような 調査を
した結果、こちらも有意な差はなかったということでございます。
続きまして３つ 目の○でござ います。CWD感 染シカの肉を 食した人々 について行わ れてい
るコホート研究で ございます。2 005年にニュ ーヨーク州で 開催された イベントにお きまし
て、CWDの感染しシカの 肉が誤って提 供されてし まい、複数の人が それに暴露さ れた。その
うち81名を対象に 毎年のアンケ ート調査を実 施していると いうもので ございます。 現時点
で論文化されてい るものにつき ましては、20 05年から2011 年までの６ 年分の調査結 果のみ
でございますけれ ども、６年経 過時点では健 康状態に有意 な差はなか ったというも のでご
ざいます。
続いて４のプリ オンの生化学 的特徴でござ います。Xieら はプロテイ ナーゼＫで処 理した
CWDプリオンの電気 泳動像におけ る無糖鎖の バンドの分子 量が、ヒトの sCJDのMM1型 と類似
していたことを示 しております 。一方で３本 のバンドの相 対的な濃さ の違いでござ います
糖鎖プロフィール は違っていた とされており ます。また、 この両者を タンパク質の 等電点
と分子量で二次元 電気泳動にか けた場合、あ らわれたスポ ットの特徴 に違いが認め られた
ということです。
また、その下で すけれども、 これは先ほど in vitroの部 分で御紹介 した論文と同 じ論文
なのですが、BarriaらはC WDプリオンを シード 、ヒトPrPの1 29メチオニ ンを基質とし たTMCA
産物の電気泳動像 のバンドの位 置及び糖鎖プ ロフィールと もに、sCJD MM1型と類似 しいた
としています。
最後に４ページ をごらんくだ さい。こちら では参考とい たしまして 牛への感染に 関する
知見をまとめております。こちらはまとめて簡単に御紹介させていただ こうと思い ます。
まず牛への投与 実験といたし ましては、脳 内接種、経口 投与の実験 が実施されて おりま
す。その結果、脳 内接種によっ てはシカ－シ カ間での伝達 効率よりは 低いものの、 感染が
認められておりま す。一方、現 時点では経口 投与によって 牛への感染 は認められて おりま
せん。
また、ウシ PrPを発現す るトランスジ ェニックマウ スですけれ ども、こちらにはい ずれも
感染は認められておりません。
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また、in vitro における変換 実験において も、変換は認 められるも のの、シカ－ シカ間
の変換よりは効率が低いということを示されております。
ウシへの感染に 関する疫学的 な知見といた しまして、コ ロラド州のCW D流行地域に おける
22の牛群から抽出 された成牛262 頭を検査し た結果、TSEで ある証拠は 確認できなか ったと
されております。
５ページ目、先 ほど御説明さ せていただい たとおり、牛 につきまし て少なくとも シカ－
シカ間での感染よ りは効率が悪 くて、自然状 態でCWDに感染 したとのエ ビデンスは現 在のと
ころありませんが、CWDを脳内接 種することに より感染させ た牛の脳を カニクイザル に脳内
接種及び扁桃内接 種した場合ど うなるかとい うことについ て、Comoyら が実験を行っ ており
ます。摂取量は脳 内に40mg、扁 桃内に８mgで ございます。 その結果、 接種された２ 頭のサ
ルはいずれも無症状であったということでございます。
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。

ただいま事務局 から説明がご ざいましたよ うに、CWDにつ いてはヒト のプリオン病 との関
係を示す知見はないと考えられますが、御質問や御意見をお願いいたし ます。
○筒井専門委員

わかれば教え ていただきた いのですが、 アメリカの 現状で、アメ リカが

例えばCWDの蔓延対 策として何か 、どの ような対策を とっている のかというこ とと、あと食
品としての何かシカ肉等の制限等があれば少し紹介いただければと思い ます。
○大快係長

お答えさせていただきます。

蔓延対策という 点で申します と、今、手持ち の情報で正確 なものがな いのですけれ ども、
USDAが清浄化の認 定のプログラ ムをやってい て、定めた基 準で清浄化 されたと認定 された
農場でないと、発 生したところ からは州の外 に持ち出せな いというよ うなプログラ ムを組
んでいたと記憶し ております。 それから、蔓 延対策とは少 し違うので すけれども、 サーベ
イランスのほうも アメリカでは 実施しており ます。基本的 には州ごと にサーベイラ ンスの
プログラムが組ま れているよう なのですけれ ども、飼育下 のシカにつ いては全50の 州のう
ち45州、野生のシ カについては5 0州全てで何 らかの検査が 実施されて いる。例えば 主要な
発生地域であるコ ロラド州です と、飼育下の シカについて は死亡、と 畜あるいは狩 猟され
た全ての16か月齢 超のシカの検 査が義務づけ られている。 野生のシカ については、 これは
理由はよくわから ないのですけ れども、狩猟 された全ての ヘラジカは 義務となって いて、
シカやエルクにつ いてはハンタ ーからの依頼 に従って、わ ずかな手数 料で検査を実 施して
いるということでございます。
２点目の食品と しての制限と いうところで ございますけ れども、特 段アメリカと して牛
のSRMのようなもの を定めている ということ ではないので すが、CDCの ホームページ では、
ハンターに対して 症状を呈する ような動物は 食べないよう にするである とか、CWDの 流行地
域で狩猟したシカ を自分でナイ フで解体した りするときは 、手袋をは めてやりまし ょうと
か、脳、脊髄等の 部位の扱いは 最小限にしま しょうといっ たことを呼 びかけている という
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ような状況でございます。
ほかにございませんか。
○水澤専門委員

詳細にありが とうございま した。対策の ほうはまだ よくわからな いとこ

ろがあるかと思う のですけれど も、資料２－ ２に地図が出 ていると思 うのですが、 丸が打
ってあって、これ は飼育してい るような場所 とか観察され た群れなの で具体的に何 匹とい
うわけではないと 思うのですけ れども、そう いう数のエス ティメーシ ョンというの はわか
っているものでしょうか。もしわかっていれば教えてもらえればと思っ ているので すが。
○大快係長

今、 手持ちの資料 では確認でき るものがござ いませんの で、後ほど確 認をし

て御報告させていただきます。
○水澤専門委員

先ほど私から 幾つかのこと を申し上げた ときに強調 しそびれたの ですけ

れども、１つ はCWDは野生 の動物に発生 しているとい うことがあ ります 。飼育されて いるも
のもありますが、 牛と違って野 生で発生して いるので、万 が一のとき には非常にコ ントロ
ールしにくい状況 になることが 予測されます ので、それは 注意してお くべきことだ 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か。よろしいですか。
リスザルにおい ては、科学的 な知見の中で は比較的高い 効率でもっ て伝達すると は言う
ものの、ヒトに近 縁であるカニ クイザルにつ いては伝達は 認められて いないという ことだ
ったと思います。 また、トラン スジェニック マウスでは伝 達が認めら れていない。 これは
プリオン2016では 学会発表があ りましたが、 まだ論文には なっていな いということ でよろ
しいでしょうか。
それから、in vi troでは一般 に変換されな い、または低 効率で変換 される。ただ し、条
件によっては高い 効率での変換 もあるという ことでありま す。た だし、疫学的にはCW Dがヒ
トのCJDの原因とな ったことを示 す知見は現 在のところな いということ でございます 。議論
あるいは御質問ございませんでしょうか。よろしいですか。
事務局からの解 説にもござい ましたように 、現時 点においては 、CWD プリオンが食 品を介
してハザードにな る可能性は低 いものと考え られますけれ ども、先ほ ど御説明いた だいた
知見を含めて 、事務局に おいてCWDに係 る情報 、特に食品を 介したヒト へのリスクに 関する
知見を整理してい ただき、水澤専 門委員、起草 委員の先生方 にも御助言 をいただいた 上で、
また、取りまとめについても検討いただきたいとお願いいたします。
○大快係長

事務 局において整 理させていた だきますので 、関係の先 生方の御協力 をお願

いいたします。内 容について整 理ができまし たら御相談さ せていただ きますので、 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す。

続きまして、議事２ に移ります。BSE対 策に関する調 査結果等に ついてです。厚生 労働省
からBSE対策に関す る調査結果に ついて、そ れから、農林 水産省からBS E関係飼料規 制の実
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効性確保について報告いただきます。
まず厚生労働省の道野監視安全課長から報告をお願いいたします。
○道野課長

厚生労働省の監視安全課長の道野です。よろしくお願いいたします。

資料３－１の「BS E対策に関す る調査結果」に基づいて御 説明を申し上 げたいと思い ます。
健康牛のBSEの検査の廃止に係る経緯について、まず御報告を申し上 げます。
2012年12月18日 に食品安全委 員会に厚生労 働省から諮問 をいたしま して、2016年 以降、
８月30日に答申を いただいて以 降、11月15日 に薬事・食品 衛生審議会 食品衛生分科 会伝達
性海綿状脳症対策 部会に御報告 をいたしまし た。また、12 月12日から １月10日まで の間パ
ブリックコメント 、12月16日に は食品衛生分 科会への報告 をいたして おります。ま た、12
月20日、22日には 東京と神戸で リスクコミュ ニケーション を開催いた しました。こ ういっ
たプロセスを経ま して2017年、 本年２月13日 に関係省令の 改正、補助 金等の関係の 要綱の
改正、それから、 ４月１日に関 係省令の施行 、補助金の実 施要項の施 行というよう な経緯
で対応してございます。
内容につきまし ては１ページ めくっていた だきますと、関係省令の改 正につきまし ては、
厚生労働省関係の 牛海面状脳症 対策特別措置 法の施行規則 を改正をす るというよう な手続
になっております 。この症例に 基づきまして と畜場におけ る牛海綿状 脳症に係る検 査の対
象となる牛の月齢 を定めること になっている わけでござい ますけれど も、この規定 を削除
するという改正であります。
また、関係通知 につきまして は下の段にな りますけれど も、検査の 実施要領、検 査キッ
トの整備、分別管 理のガイドラ イン、それぞ れ改正をして おります。 趣旨といたし まして
は、検査の実施要 領の改正につ きましては、 答申の際に御 指摘をいた だいたような2 4か月
齢以上の牛のうち の症状がある ものについて の具体的な判 断基準等に ついての追加 等もし
ております。また 、検査キット については補 助金の関係が ございます ので、その検 査キッ
トの整備費の補助 についての規 定の見直し、 それから、48 か月齢での 分別が不要に なると
いう観点から、そ れまでは48か 月と30か月で 分別管理をし なければい けなかったわ けです
けれども、この48か月の部分を改めたというような改正をしております 。
次のページ以降 は参考にごら んいただきな がら御報告い たしますと 、2011年以降 、国内
でBSEリスクが低下 しているとい うようなこ とを踏まえま して、厚生労働省 、リスク 管理機
関といたしまして は、現行のリ スクに応じた リスク管理措 置を行って いくという観 点で見
直しを行うことで 、国内措置、 輸入措置双方 について月齢 に関する規 制閾値を30か 月齢及
び国際的な基準を 踏まえたさら なる引き上げ に変更するこ とについて 、食品安全委 員会に
リスク評価の依頼をしてまいったところであります。
先ほど御説明し たとおり、国 内措置につき ましては本年 ７月１日に 健康と畜牛の 検査を
廃止するというこ とでございま した。また、輸入措置 につきまして は米国など、過去 にBSE
が発生した13か国 の牛肉等につ いて、食品安 全委員会の評 価結果を踏 まえて月齢制 限を30
か月齢以下として 輸入条件の設 定をして、輸 入を現在、認 めている。 現状そのよう な状況
15

になっております。
それにつきまし ては参考２を ごらんいただ きますと、左 側に国内、 右側に輸入と いうこ
とで、現状について整理した資料でございます。
また、次のペー ジが輸入関係 でございまし て、今、申し ましたとお り13カ国の牛 肉等に
つきまして輸入条 件を設定して 輸入を認めて いるという状 況にありま す。ただ、一 方で国
際基準であるOIEコ ードにつきま しては 、御承知のと おり無視で きるリスク 、管理さ れたリ
スクに認定された 国からの牛肉 等については 、月齢制限を 課していな いというよう な状況
にございます。米国やE Uにつきまし ては、このOIEの国 際基準と同 様に、我が国の牛 肉を輸
出する場合には月齢制限は課されておりません。
そういった状況 も踏まえまし て、月齢条件 を引き上げた 場合の各国 のリスク評価 につき
ましては、既に評 価をお願いし ているところ ではあります けれども、 今後、国内措 置に引
き続き、輸入措置 についても御 検討を進めて いただければ と考えてお ります。本件 につき
ましては食品安全委員会においても同様の説明をさせていただいており ます。
続きまして 、資料をめ くっていただ きますとBSE対 策に関する 調査結果とい うことで 、平
成28年９月末日分 という資料が ございます 。これは 例年、特にと畜場を 中心としてBS E対策
に関しての実行状 況について定 期的に調査を しておりまし て、それに ついて食品安 全委員
会プリオン専門調査会に報告をさせていただいているデータであります 。
調査結果をごら んいただきた いと思います 。先生方御承 知と思いま すが、と畜場 につき
ましては、と畜場法 に基づいて都 道府県の職 員であると畜 検査員、獣医 師が常駐して 疾病、
異常の検査、衛生 管理、残留医 薬品等の残留 物質の対策等 々を行って おるわけなの ですけ
れども、そういっ た常駐してい ると畜検査員 から情報を上 げてもらっ て、私どもの ほうで
集計をしているというようなデータでございます。
調査結果でござ いますが、ま ず調査対象施 設につきまし ては若干と 畜場の数とい うのは
減ってきていると いうことであ りまして、14 3施設から28 年９月末で14 1施設となっ ていま
す。
次に、通常の牛の スタンニング の方法とい うことであり ますけれども 、これは国際 基準、
それから、諸外国 でも圧縮した 空気とかガス を頭蓋腔内に 注入すると いう方法につ きまし
ては、かつて日本 でも行われて いたピッシン グと同じよう なリスクが あるというこ とで禁
止しているわけで ありますけれ ども、こうい ったことがや られていな いかという観 点でス
タンニング方法に ついては聞い ております。 基本的にはス タンガンで スタンニング をやっ
ているというとこ ろがほとんど でありますけ れども、一部 、と畜ハン マーを使って いると
ころもあるというような状況でございます。
３番目の月齢に よる分別管理 でありますけ れども、分別 管理につき ましては去年 ９月末
日時点ですので、4 8か月齢での 区分というの もこの中に入 っておりま す。そういっ たこと
で①と②、30か月 齢以下、30か 月齢超から48 か月齢以下、 48か月齢超 の３区分に分 別管理
しているところ、 それから、48 か月で区分を しているとこ ろ、この場 合には全ての 牛の頭
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部、脊髄を特定部 位として取り 扱うというよ うな形の取り 扱い、それ ぞれ半々程度 ござい
ます。分別管理の 方法につきま しては、曜日 等によって分 ける、時間 によって分け る、そ
ういったようなと ころが中心で あります。そ の他につきま しては、時 間の区分以外 にタグ
だとかそういったものを使って分別管理をしているようなところもござ います。
４番目の30か月 齢以下の牛の 頭部の使用に ついてという ことで、これ はSRMの見直 しをし
た際に30か月齢以 下について特 定部位から外 した後、どの ように扱っ ているかとい うこと
について管理の観 点から調査を しております 。このような 内容になっ ていまして、3 0か月
齢以下の牛の頭部 を食品として 使用していな いというとこ ろもまだま だ数としては ござい
ます。
２番のその使用 の際のチェッ クということ で、30か月齢 超の牛の頭 部、舌、頬肉 以外の
部位を除去しない ことについて 、処理後にと 畜検査員の確 認を受けて いるというと ころが
大部分という内容になっています。
次のページでご ざいますけれ ども、あと舌扁桃の 除去もSRMと いうことで 、２つの やり方
がありまして、１ つ目は最後位 有郭乳頭を結 ぶラインで垂 直に切断し ている。もう 一つは
固有層にSRM、舌扁 桃の部分があ るということ で表面の切る ところは最 後位有郭乳頭 ですけ
れども、舌根部に かけて舌表面 を除去してい く。上皮と粘 膜固有層を あわせて除去 する形
でしているところが大部分であります。
６番目は牛の特 定部位の焼却 ということで 、焼却義務が 法的にかか っているわけ でござ
いますけれども、 必ずしもと畜 場内で焼却し ているわけで はなくて、 外部の産廃施 設であ
るとか、専用の化 製場であると か、そういっ たところでの 焼却という のも行われて いると
いうような状況であります。
７番目が文書の 作成というこ とでございま して、特定部 位の処理に 係る点検確認 記録と
いうことについて の状況であり ます。大部分 の施設で問題 はなかった わけでござい ますけ
れども、
（２ ）のと ころにありま すようにSSOP に関して不備 等があり見 直しを指導し た施設
が２施設ございます。内容については９のところで御説明いたします。
また、HACCPに関 することで、 HACCPで管理 すると畜場と いうものが ふえてきてい るわけ
でございますけれ ども、現在こ の報告ベース では44施設と なっていま す。月齢によ る分別
管理・特定部位の 取り扱いを、H ACCPブラン ドのCCPとして 管理してい る施設が１施 設とい
う状況でございます。
９番目が改善指 導ということ で、特定部位 の取り扱いに 関して文書 等によって改 善を指
導した施設が全部で３施設ございます。（２）に指導した内容を記載し てございます 。
まず１つ目は、 と畜検査員の 確認まで特定 部位の焼却を 行うことに 関する明確な 記載が
SSOPになかったと いうことで、 これは修正さ せたというこ と。それか ら、特定部位 の管理
に関しては、全て の牛を30か月 齢超として取 り扱うことと しているが 、枝肉の冷却 工程で
特定部位と可食部 位への交差汚 染を想定した 危害要因分析 が行われて おらず、当該 工程の
SSOPにも関連する 記載がなかっ たというよう なことで、こ の２件に関 して、これは 先ほど
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申し上げた７番の 文書の作成等 に関すること で指導した２ 施設のそれ ぞれの項目と なりま
す。さらに特定部 位の保管容器 について、特 定部位専用と いう表示が なかったとい う事例
があって、これを改善させたというようなことでございました。
私からの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。

引き続きまして 、農林水産省 の須永畜水産 安全管理課課 長補佐から 報告をお願い いたし
ます。
○須永課長補佐

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課の須永と申します。

本日は当課課長 の磯貝は別件 対応というこ とで、私から 代理で報告 をさせていた だきま
す。よろしくお願いいたします。
お手元の資料３ －２でござい ます。
「BSE関係飼 料規制の実効 性の確保（27年度 ）」という
ことで、BSE関係の 飼料規制につ きましては、平成17年５月 の食品安全委 員会におきま して、
我が国における牛 海綿状脳症対 策に係る食品 健康影響評価 において、 その実効性を 確保す
るために、１番目と いたしまして 輸入飼料に 係る交差汚染 の防止、２番 目といたしま して、
販売業者における 規制の徹底、 ３番目といた しまして牛飼 育農家にお ける規制の徹 底、４
番目といたしまし て製造段階に おける規制の 徹底、こうい ったものが 必要であると いう答
申がなされたところでございます。
これを受けまし て、農林水産 省におきまし ては都道府県 、農林水産 消費安全技術 センタ
ー（FAMIC）といった関係機 関も含めまし て、毎年度その飼 料規制の実 効性を確保す るため
に、今、申し上げ ました①～④ の政策の遵守 状況を調査い たしまして 、食品安全委 員会に
報告してきたところでございます。
また、27年度の結果については１ページに記載してあるとおりでござ います。
まず「１

輸入 飼料に係る交 差汚染の防止 」ということ で、飼料安 全法という法 律に基

づきまして、飼料 の輸入業者に おきましては 届け出をする ことになっ てございます 。この
届出事項といたし まして、輸入 する飼料の原 材料といった ものも届出 事項になって いると
ころでございます。
農林水産省では 、この届け出 を受理する際 に当たりまし て、その原 材料に反芻動 物由来
のものが含まれて いるのかどう かということ につきまして 、一件一件 確認をしてい るとこ
ろでございます。 また、実物に つきましては 実際に輸入さ れる製品に つきましては 、独立
行政法人農林水産 消費安全技術 センター（FAMIC ）が輸入し たものにつ きましてサン プリン
グを実施いたしま して、それを 持ち帰って分 析をして、反 芻動物由来 のものが含ま れてい
ないということにつきまして確認をしているところでございます。
具体的にはサン プリングした ものを顕微鏡 鑑定、それから、PCR によるDNAの検 出、ELISA
法によるタンパク 質の検出、この ３つを組み 合わせて判断 をしていると ころでござい ます。
具体的には１枚 めくっていた だきまして３ ページに内訳 を記載して ございます。 平成27
年度におきまして は、このよう な国々から輸 入されたもの につきまし て合計で30点 、分析
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を実施してござい ます。混合飼 料といいます のは幾つかの 飼料原料を まぜたもので ござい
ます。それから、 単体飼料とい うのは原材料 となる単味の ものでござ います。飼料 添加物
というのは例えば ビタミンです とかミネラル ですとか、そ ういったも ののいわゆる 製剤と
いうものでございます。こういったものにつきまして30点を分析してご ざいます。
混合飼料につき ましては、ど ういったもの が原材料とな っているか といいますと 、具体
的には例えばビタ ミンとかミネ ラルを混合し たものですと か、酵母で すとか生菌剤 といっ
たものをまぜたも のが中心にな ってございま す。単体飼料 につきまし ては、酵母そ のもの
を粉砕した酵母細 胞壁みたいな ものですとか 、こういった ものが中心と なってござい ます。
飼料添加物につ きましては、 ビタミン製剤 そのもの、ビ タミンＥの 製剤ですとか 、アミ
ノ酸は飼料添加物 に指定されて おりますけれ ども、こうい ったものを 幾つかまぜた ものが
中心になってございます。
いずれにいたし ましても 、FAMICでの 分析の結果 、反芻動 物由来のも のが検出され たとい
う事例はございませんでした。
１ページ戻って いただきまし て、
「２

販売業 者に対する規 制の徹底」でござ います。販

売業者につきまし ては、飼料安 全法の検査の 担当といたし ましては都 道府県が担当 するこ
とになってござい まして 、飼料または 飼料添加物の 販売事業場 、これは おおよそ１万 4,000
カ所ぐらいござい ますけれども、こういった ところに対す る検査を1,12 2件実施いた しまし
た。その結果、飼料安全法違反につながる可能性のある不適合事例が13 件ございま した。
具体的には２枚 めくっていた だきまして４ ページの上で ございます 。一番上が販 売業者
における不適合事 例ということ で13件ござい ました。中身 といたしま しては、帳簿 の備え
つけの不備と飼料 等の保管、輸 送等に係る取 り扱いの不備 ということ で、帳簿の備 えつけ
の不備につきましては５件、保管、輸送における取り扱いの不備が８件 ございまし た。
もう少し具体的 に中身を御説 明いたします と、帳簿の保 存の不備に つきましては 、これ
はいずれも飼料安 全法におきま して帳簿の保 存期間は８年 と定められ ておりますけ れども、
８年未満で廃棄していたという事例だったという御報告を受けておりま す。
輸送、保管にお ける取り扱い の不備でござ いますけれど も、こちら は８件のうち １件、
上のほうですけれ ども、餌と肥料 の分離保管 が不十分であ ったという事 例でございま した。
肥料につきまして は物によって は動物由来の ものを使った ものがある ということで 、きち
んと区分保管をしてくださいとお願いをしてございます。
残りの７件は餌 同士というこ とです。ここ にはＡ飼料と 書いてあり ます。一番下 に注釈
がございますけれ ども、Ａ飼料 というのは餌 のうち反芻動 物に行く可 能性、反芻動 物に給
与される可能性が あるものとい うことで、一 般的には牛用 飼料のこと だと思ってい ただけ
れば結構でござい ます。Ｂ飼料 というのはそ れ以外のもの ということ で、動物由来 タンパ
ク質を含むもの、 または含む可 能性のあるも のということ で、一般的 には豚用の飼 料です
とか鶏用の飼料の ことだと思っ ていただけれ ばと思います 。こういっ たものを製造 して牛
用の飼料と豚用の 飼料を同時に 製造して保管 する際に、分 離保管が不 十分であった という
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事例でございます 。こちらは販 売業者におき ましては、そ の保管の際 にきちんと区 分して
保管してください ということで すけれども、 その保管状況 におきまし ては基本的に 紙袋と
いいまして袋に入 ったまま積ま れているとい うことですの で、分離保 管が不十分だ からと
いって直ちにクロ スコンタミネ ーションが発 生するという ような状況 ではございま せんが、
その取り扱いには十分気をつけてくださいという趣旨で注意喚起をして ございます 。
また１ページに 戻っていただ きまして「３

牛飼育農家 に対する規 制の徹底」で ござい

ます。こちらも原 則として担当 は都道府県で ございますが 、都道府県 の牛飼育農家 に、こ
れは約７万戸程度 ございますけ れども、こち らにつきまし て4,693件実 施をいたしま した。
その結果、法令違反 につながるよ うな可能性 のある不適合 というのはご ざいませんで した。
また、地方農政 局が巡回点検 指導というこ とで、同じよ うに牛飼育 農家に対して 巡回点
検指導を行ってい るわけでござ いますけれど も、その中で 飼料の使用 実態を調査、 これは
500件でございます が、調査した ところ、不適 合事例という ものは特にご ざいませんで した。
最後になります 。２ページ「 ４

製造段階 における規制 の徹底」と いうことで、 餌を製

造する配合飼料メ ーカーですと か単体飼料メ ーカーですと かございま すけれども、 およそ
3,150カ所ございま すが、こちら につきまして は規模とか流 通先によっ て検査の担当 が分か
れております。FAMI Cは一般的に 広域に流通す る大手の配合 飼料メーカ ーを中心に検 査をし
ておりまして、都 道府県のほう はその県域内 でのみ流通す るような割 と小さい中小 規模の
飼料工場を中心に 検査を実施し ておりまして 、FAMICにお きましては41 4件、都道府 県にお
きましては367件の 事業場の検査 を実施しま した。そ の結果 、法令違反 につながる可 能性の
ある不適合は計16件、FAMICの検査では５件、都道府県で11件ございま した。
具体的にはまた ページをめく っていただき まして４ペー ジの３番が製 造業者、FAMI Cの実
施した分でござい ます。こちら の５件でござ いまして、こ ちらも先ほ どと同じよう に帳簿
の備えつけの不備 が１件ござい ました。また 、飼料安全法 に基づきま して飼料には 表示を
しなければいけないのですけれども、この表示事項の不備等が４件ござ いました。
FAMICの行った検 査の帳簿の備 えつけの不 備につきまし ては、この帳 簿の備えつけ という
のはどういうタイ ミングでしな ければいけな いかというと 、原材料を 購入したとき と製造
したときと販売し たとき、この ３回に分けて それぞれ誰か ら購入した のか、いつ購 入した
のかというような ことですとか 、どのような ものをいつ製 造したのか 、どのような ものを
いつ、誰に販売し たのかという ようなことを 記載しなけれ ばならない のですが、真 ん中の
製造記録で記載事項が不備、少し項目が少なかったという報告を受けて おります。
それから、表示 の不備につき ましては４件 ございまして 、もう少し 具体的に申し 上げま
すとＡ飼料、これ は先ほど申し 上げましたよ うに牛用飼料 のことだと 思っていただ ければ
結構なのですけれ ども、Ａ飼料 ですとか、動 物由来タンパ ク質や動物 性油脂の表示 票の未
添付という事例でございました。
もう少し具体的 に申し上げま すと、餌をつ くって出荷す る際にトラ ンスバッグと いいま
して、500kg ぐらい入る大 きな袋がある のですけれど も、法 律上はその 一袋一袋につ けなけ
20

ればいけない、表 示を添付しな ければいけな いというとこ ろ、全ての 袋についてい なかっ
たという事例だっ たと報告を受 けております 。法律上は一 袋一袋つけ なければいけ ないの
で、同じ飼料には同じ表示票を全ての袋につけてくださいという指導を してござい ます。
動物由来タンパク質につきましても同様の事例だったと聞いておりま す。
最後の動物性油 脂の表示票の 未添付につき ましては、本 社工場のす ぐ近くに第２ 工場を
建設した事例があ りまして、新し くできた工 場ということ で立ち入り検 査に行ったと ころ、
まだ新しい工場の 表示票が作成 されていなく て、本社工場 の表示票が ついていたと いう事
例でございまして 、これがきち んと第２工場 で製造したこ とがわかる ような表示票 にして
くださいという指導をしてございます。
最後に、都道府 県が担当して おります製造 業者の検査結 果でござい ます。これが ４番に
なります。こ ちら11件ご ざいましたが 、これ も帳簿の備え つけの不備 、表示の 不備、輸送、
保管における取り 扱いの不備と いうことで、 計11件ござい ました。帳 簿の備えつけ の不備
につきましては、 先ほど申し上 げたような帳 簿の記載事項 が少し足り なかったとか 、保存
年限が先ほど申し 上げた８年間 保存されてい なかった事例 ですとか、 そういったこ とだと
聞いております。
表示票の未添付 につきまして も、先ほど申 し上げたよう なトランス バッグ一袋一 袋につ
いていなかったと いう事例と、 １件は全くつ けていなかっ たという事 例がございま したけ
れども、こちらは ビールかすを 出荷している ビールメーカ ーさんに立 ち入り検査に 行った
ところ、出荷先が １軒の牛農家 だけだったと いうことで、 そもそもお 互い中身もわ かって
いるということで 、余り表示票 をつける必要 性を感じてい なかったと いう事例でご ざいま
した。法律上は表 示をつけなけ ればいけない ということで すので、形 式的ではあり ますけ
れども、表示の添付をお願いしますというふうに指導をしてございます 。
最後に、保管、 輸送等におけ る取り扱いの 不備というこ とで、１件 はＡ飼料と動 物由来
タンパク質とここ では書いてご ざいますけれ ども、動物由 来タンパク 質を含む飼料 も含め
て分離輸送が不十 分ということ でございまし た。こちらは 中身といた しましては、 出荷を
する際に牛用の飼 料と例えば豚 用や鶏用の飼 料などの動物 由来タンパ ク質を含む飼 料を同
時に出荷しても構 いませんとい うことはガイ ドラインの中 に書いてご ざいますけれ ども、
出荷しても構わな いということ ではあるので すが、クロス コンタミネ ーションを防 ぐとい
う観点から、きち んと牛用飼料 と豚用飼料は 区分して積載 してくださ い。コンタミ ネーシ
ョンが起きないよ うに例えばビ ニールシート 等で覆うとか 、そういっ た対策をして くださ
いということがガ イドラインの 中に書いてあ りますけれど も、そうい った対策が不 十分で
あったと聞いてございます。
もう２件は、先 ほど申し上げ ましたような 飼料の保管管 理が不十分 ということで ござい
ました。これは中 身的には保管 をしていた倉 庫といいます か、原料置 き場が屋根は ついて
いるのですけれど も、半屋内と いいますか、 屋外といいま すか、そう いったところ で、余
り衛生的な取り扱 いがされてい なくて、泥が 混入していた というよう な事例だった と聞い
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てございます。こ れは直接反芻 動物由来のも のが混入する という事例 ではございま せんけ
れども、例えば鳥 が飛んできて 羽が落ちたり 糞が落ちたり といったよ うなことも考 えられ
ますので、そうい ったことを防 ぐ観点からも きちんと衛生 的な取り扱 いをしてくだ さいと
いうお願いをしたものでございます。
こういった不適 合につながる 事例というも のが幾つか確 認されたと ころでござい ますけ
れども、いずれに いたしまして も検査機関に よる指導によ って、既に きちんと是正 がなさ
れているという報告も受けているところでございます。
私からは以上でございます。
○村上座長

ありがとうございました。

それでは、ただ いまの報告の 内容につきま して、御質問 や御意見が ございました らお願
いします。
○横山専門委員

B SEの検査キッ トの整備に 関する質問と いうよりもお 願いなのです が、か

つて国内では３社 のBSEキットが 利用されて いましたけれ ども、検査月 齢等の見直し 等で２
社が撤退して、現 在１社のキッ トだけが利用 可能です。さ らに今回、 検査体制の見 直しで
検査頭数が減るこ とから、国内 でのキットの 供給に支障が 生じないよ うな対応をし ていた
だきたいというのがお願いです。
○道野課長

現在 、１社のみの 供給となって います。４月 １日以降も 異常のある牛 につい

ては一定の範囲で 検査を継続し ておりますが 、引き続き当 該製造者か ら供給を受け て、全
国的には検査キッ トは行き渡っ ておりまして 、現時点では 支障はない わけでござい ます。
これにつきまして は継続的に対 応できるよう に、私どもも 製造者に働 きかけていき たいと
考えています。
○村上座長

ほかにございませんか。よろしいでしょうか。

厚生労働省、農 林水産省から 説明いただき ました規制状 況の確認に つきまして、 重大な
違反は認められな かったという ことでござい ます。また、 本年４月か らは国内の健 康と畜
牛の検査が終了しましたということでございます。
また、これ まで13カ国 のBSE発生国に ついて 、30か月齢以 下の牛肉及 び牛の内臓を 輸入し
た場合のリスクの 評価を実施し ていただいて おります。一 方、さらに 月齢を引き上 げた場
合のリスクについ ては既に諮問 済みでござい ます。これに ついて厚生 労働省から評 価を進
めてほしい旨の提案がございました。御意見、御質問等ほかにございま せんでしょ うか。
それでは審議を 進めます 。先ほど 、厚生労 働省から発言 のありました BSE発生国の 輸入条
件の月齢をさらに 引き上げた場 合のリスク評 価については 、４月25日 に開催されま した第
647回食品安全委員 会において、新たな知見等 を踏まえプリ オン専門調 査会において 科学的
な審議を進めるこ ととされてお ります。評価 を進めるため には、各国 における管理 措置の
最新の状況を改めて確認する必要がございます。
そこで、厚生労 働省に対し30 か月齢以下の 評価において 参照した時 点以降の情報 の収集
を依頼させていただくこととしたいと思いますが、よろしいでしょうか 。
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（「はい」と声あり）
○村上座長

それ では、事務局 で厚生労働省 とも御相談の 上、手続を 進めていただ きたい

と思います。
道野課長、須永課長補佐、ありがとうございました。
続いて、議事３のその他になりますが、事務局からほかに何かござい ますでしょ うか。
○今西課長補佐

先ほど13カ国 ということで 、実はまだ冒 頭、村上座 長から説明を された

オーストリアにつ いては、厚生 労働省のほう で輸入協議中 となってお りますので、 食品安
全委員会としての 評価という意 味では14カ国 になっており ますので、 よろしくお願 いいた
します。
そして、今回事 前に先生方に メールで情報 提供させてい ただいてお りますが、参 考資料
５を見ていただけ ればと思いま す。農業・食 品産業技術総 合研究機構 で行われた研 究につ
いての報告になり ます。こちらについ ては、Ｌ型の非定型B SEというこ とが牛に経口 的に伝
達されることと確 認された研究 については、 これまでなか ったところ なのですが、 今般、
農研機構が経口投与で成立したということの報告になっております。
具体的には１枚 めくっていた だきまして、 字が小さいの ですが、内 容というとこ ろにな
ります。非定 型BSEについ ては孤発性に 発生すると考 えておりま すが、今般そういっ たＬ型
の非定型BSEのプリ オンを１g、５g、10g、50g という形で経 口投与する 実験が行われ ており
ます。その結果、 最大量ですが 、50g経口投 与された牛1頭 において７ 年４か月、88 か月の
潜伏期間を経て伝 達が確認され たと報告され ております 。なお、１g、５g 、10gの脳 を経口
投与した牛は４年 から７年後に 検査しました が、異常プリ オンタンパ ク質の蓄積は 確認さ
れませんでしたと報告されております。
従来型のBSEと比 較して、Ｌ型 非定型BSEの 牛への経口伝 達には大量 の投与が必要 で、か
つ、その伝達 効率も悪い ことから 、通常の環 境においては Ｌ型非定型BS Eの牛への経 口での
伝達のリスクは極めて低いと考えられるとされております。
この後にいわゆ る感染防止の ためにはと書 かれておりま すが、先ほ ど厚生労働省 から御
説明のあった、い わゆる健康と 畜牛の食品健 康影響評価を 平成28年８ 月30日、厚生 労働省
に通知をしており ますが、そちら の健康影響 評価の中にも いわゆる家畜 へのBSEの感 染防御
ということを考え た場合、飼料 規制が極めて 重要というこ とで、そう いった飼料規 制の実
効性が維持される ことを確認で きるよう、引 き続き高リス ク牛の対処と してはBSE検 査、BSE
の発生状況を確認 することが必 要であると評 価でも書かれ ております 。そういった 意味で
もこういった知見 については、飼 料規制等が 極めて重要と 示唆するもの と考えており ます。
また、評価のほう にも非定型BS Eに係る最新 の知見につい ても引き続 き収集するこ とが必
要と書かれており ます。今後と も最新の知見 収集に努めて まいります ので、よろし くお願
いいたします。
委員の先生方のほうで補足等があればよろしくお願いいたします。
○村上座長

横山専門委員、よろしいでしょうか。
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○横山専門委員

少しだけ補足させていただきます。

この実験は今、紹 介していただ いたように 牛へ非定型BSE の脳を食べ させた実験と なりま
す。50g食べさせた群は ３頭ございま す。そのうちの１ 頭が88か月 で発症し、残りの ２頭は
経過観察中で今の ところ異常と は認められて おりません。 その結果か ら経口伝達に は、大
量の投与が必要であり、伝達効率も悪いということを考察いたしました 。
その１頭が孤発 性でないこと はどうやって 示すのだとい う、これは 論文を出した ときに
レフリーからも指 摘を受けたと ころですけれ ども、脳内で の異常プリ オンタンパク 質の詳
細な分布を調べて みると、外国等 で報告され ている非定型B SEの異常プ リオンタンパ ク質の
分布と違いが認め られたという ことから、Ｌ 型非定型BSEが 経口伝達し たのだろうと 考えて
おります。
以上です。
○村上座長

ありがとうございました。

ほかにございませんか。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。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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