食品安全委員会プリオン 専門調査会
第109回会合議事録

１．日時

平成30年４月９日（月）

２．場所

食品安全委員会

13:59～15:21

中会議室

３．議事
（１）食品安全委員会

佐藤委員長

挨拶

（２）専門委員の紹介
（３）専門調査会の運営等について
（４）座長の選出
（５）米国、カ ナダ及びアイ ルランドから 輸入される牛 の肉及び内 臓に係る食品 健康影
響評価について
（６）その他

４．出席者
（専門委員）
眞鍋座長、今村専門委員、門平専門委員、斉藤専門委員、佐藤専門 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
（食品安全委員会）
佐藤委員長、山本委員
（事務局）
川島事務局長、吉岡評価第二課長、今西課長補佐、
大快係長、大西技術参与

５．配布資料
資料１－１

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１－２

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）

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（ 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
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資料２

平成30年度食品安全委員会運営計画

資料３

米国、カナダ及びアイルランドに係る食品健康影響評価の基本情報

参考資料１

食品健康影響評価について
「牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しについて」

参考資料２

食品健康影響評価について
「アイルランド及びポーランドから輸入される牛の肉及び内臓について 」

参考資料３

各国から輸入される牛肉等に係る食品安全委員会の評価の経緯

６．議事内容
○吉岡評価第二課 長

定刻より 少し早いです けれども、皆 様おそろい でございます ので、

ただいまから第109回「プリオン専門調査会」を開催いたします。
私は、食品安全 委員会事務局 評価第二課長 の吉岡と申し ます。座長 が選出される までの
間、暫時私が議事を進行いたしますので、よろしくお願いいたします。
机上に配付させていただいた資料の一番上の議事次第を御覧ください 。
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３ 名でござい ます。
４月１日付をも ちまして、一 部の専門委員 の方々の改選 が行われま した。本日は 改選後
の最初の会合に当たります。
初めに、佐藤食品安全委員会委員長より御挨拶申し上げます。
○佐藤委員長

皆さん、こんにちは。食品安全委員会の佐藤です。

改選の議に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
このたびは専門 委員の就任を 御快諾いただ き、ありがと うございま す。食品安全 委員会
の委員長として御礼申し上げたいと思います。
既に安倍内閣総 理大臣から平 成30年４月１ 日付で食品安 全委員会専 門委員として 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 することとな っております ので、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 門家も含め、 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
断に基づき調査審議していただきたいと思ってございます。
なお、専門調査 会の審議につ いては原則公 開となってお 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 た御発言によ って、傍聴者 の方々は先 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考えております 。
さて、先生 方も御存じ のとおり 、平成13年 に日本国内で 初めてBSEの 発生が確認さ れたこ
とが一つの契機と なり、平成15 年に食品安全 基本法が制定 され、リス ク評価機関と して食
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品安全委員会が設 置されました 。食品安全委 員会が設置さ れてから15 年が経過しよ うとし
ております。その 間、国内外で 飼料規制等の BSE対策が講 じられた結果 、世界的にBS Eの発
生は大きく減少し ました。プリ オン専門調査 会では、その 時々のリス ク評価を行い 、評価
結果に基づき、リスク管理措置も見直されてまいりました。
本日の議事にあ りますが、３ か国から輸入 される牛肉に 関する評価 については、 ６年あ
るいは５年以上前 に厚生労働省 から諮問があ った案件です が、昨年、 国内の健康と 畜牛の
BSE検査が廃止され たことも踏ま え、厚生労働 省から評価を 進めるよう 改めて依頼が あった
ものでございます。
食品のリスク評 価は国の内外 を問わず強い 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 であります。専門委員の先 生方におかれ 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
尽力いただきます ようお願い申 し上げて挨拶 としたいと思 います。ど うぞよろしく お願い
いたします。
○吉岡評価第二課長

ありがとうございます。

次に、配付資料の確認をいたします。
○今西課長補佐

それでは、机 上に配付して おります資料 について確 認させていた だきま

す。
議事次第、専門 委員名簿、座 席表、資料に ついては議事 次第に「４ ．配布資料」 と書い
ておりますが、資 料１－１から 参考資料３ま で８点の資料 でございま す。不足の資 料等あ
れば事務局まで御連絡いただければと思います。よろしいでしょうか。
なお、これまで の評価書等及 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
生方には送付いた しております が、お席後ろ の机上のファ イルまたは 一部お手元の タブレ
ットのほうにも用 意しておりま すので、必要 に応じて適宜 御覧いただ ければとお願 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 等から、傍聴 の方にお配り してないも 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。
以上になります。
○吉岡評価第二課長

それでは、議事に入ります。

まず、議事「（２）専門委員の紹 介」です。私から改選に 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。専 門委員名簿を 配付してお りますので、 そちら
も参照願います。
まず、再任の専門委員を御紹介いたします。
高尾昌樹専門委員でございます。
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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。
眞鍋昇専門委員でございます。
続いて、新任の専門委員を御紹介いたします。
今村守一専門委員でございます。
佐藤克也専門委員でございます。
なお、再任の福田茂夫専門委員、水澤英洋専門委員は本日御欠席でご ざいます。
本日は食品安全 委員会から担 当委員である 佐藤委員長、 山本委員に も御出席いた だいて
おります。
次に食品安全委員会事務局を御紹介いたします。
川島事務局長でございます。
今西課長補佐でございます。
大快係長でございます。
大西技術参与でございます。
最後に私、評価第二課長の吉岡でございます。よろしくお願いいたし ます。
次に、議事「（３）専門 調査会の運営 等について」で ございます。まず、お手元の 資料１
－１を御覧ください。
資料１－１「食 品安全委員会 専門調査会等 運営規程」で ございます 。第２条第３ 項を御
覧いただきますと、
「専門 調査会に座長 を置き 、当該専門調 査会に属す る専門委員の 互選に
より選任する」とあります。
第２条第５項「 座長に事故が あるときは、 当該専門調査 会に属する 専門委員のう ちから
座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する」と規定されてお ります。
第４条を御覧く ださい。次のペー ジにかけてで す。
「座長（座長に事 故があるとき はその
職務を代理する者 。以下同じ） は、専門調査 会の会議を招 集し、その 議長となる」 となっ
ております。
次のページに別 表として食品 安全委員会に 置かれており ます専門調 査会がリスト になっ
ております。現在2 53名の専門委 員の方にな っていただい ておりまして 、12の専門調 査会、
それから６つのワーキンググループで運営をしております。
引き続きまして 、資料１－２ をお願いいた します。資料 １－２「食 品安全委員会 におけ
る調査審議方法等について」でございます。
「１

基本的な考え 方」の５行目以降 でございます。
「当 該調査審議 等に用いられ る資料

の作成に当該学識 経験者が密接 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
は、委員会又は専門調査 会（以下「委員会等」という 。）における当該 調査審議等に 当該学
識経験者が参加す ることが適当 でない場合も 想定される」 ということ でございまし て、２
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番の最初の２行で ございますが、
「 その所属する 委員又は専門 委員（以下「委員等」と いう。）
が次に掲げる場合 に該当すると きは、当該委 員等を調査審 議等に参加さ せないものと する」
ということで、その箇所だけ調査審議から外れていただくことを規定し ております 。
次のページをお 願いいたしま す。
（２）を御覧くだ さい。委員等は、過 去３年間にお いて、
該当すると思われ る事実の有無 を記載した確 認書、これは 既に専門委 員の皆様方に 出して
いただいておりますが、これを提出する。
それから（４） でございます が、開催する 委員会等の都 度、事実の 確認を行わせ るとな
っております。大 変お手間をか けますが、毎 回確認をさせ ていただき ますのでよろ しくお
願いいたします。
運営等につきましては以上でございますが、何か御質問ございますで しょうか。
それでは、今、 説明いたしま した内容に御 留意いただき まして、専 門委員をお務 めいた
だきたいと存じます。
次に議事の（４）、本専門調査会の座長の選出に進みます。
プリオン専門調 査会では平成2 5年10月以降 、４年半にわ たり、村上 洋介専門委員 に座長
をお務めいただい ていたところ です。先般、 村上座長から 、任期途中 ではあります が、一
身上の理由により 専門委員を退 任されたいと のお申し出が ございまし た。メッセー ジをお
預かりしておりますので御紹介させていただきます。
○大快係長

メッセージを御紹介させていただきます。

辞任の御挨拶
この度、任期途 中ではありま すが、健康上 の理由により 、食品安全 委員会専門委 員を辞
任させていただくことになりました。
まずは、平成25 年10月以来４ 年半の間、プ リオン専門調 査会におい て審議いたし ました
プリオン病の食品 安全にかかわ る数々の重要 な事案の評価 結果に御理 解を賜りまし た国民、
消費者の皆様方に 厚くお礼申し 上げます。そ して、この間 、プリオン 病の食品安全 にかか
わる事案をそれぞ れの専門性を 持って熱心に 御審議いただ きました食 品安全委員会 委員並
びにプリオン専門 調査会の専門 委員の先生方 に、また、膨 大な資料を 収集、整理し 、評価
書等の作成に御協力いただきました事務局の皆様方に感謝とお礼を申し 上げます。
引き続きリスク 管理機関の御 協力のもと、 委員の先生方 の科学的根 拠に基づいた 丁寧な
審議を通じて、我 が国における 国民、消費者 の皆様の食品 安全への信 頼が揺るぎな いもの
となりますように祈念し、辞任の挨拶とさせていただきます。ありがと うございま した。
平成30年３月31日

前 国立大学法人岐阜大学特任教授

村上洋介

以上でございます。
○吉岡評価第二課 長

村上座長 の御退任に伴 い、新たな座 長を選出さ せていただく ことと

いたします。食品 安全委員会専 門調査会等運 営規程第２条 第３項にお いて「専門調 査会に
座長を置き、当該専 門調査会に属 する専門委 員の互選によ り選任する」とされており ます。
先生方、いかがでしょうか。
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お願いいたします。
○筒井専門委員

私は眞鍋専門 委員を推薦し たいと思いま す。眞鍋専 門委員はこう いった

審議会の御経験が かなり豊富で ございますし 、これまでの 経緯も非常 によく存じて おられ
ると思いますので、適任だと私は思っております。
○吉岡評価第二課長

ありがとうございます。

そのほかいかがでしょうか。
お願いいたします。
○八谷専門委員

私も、これま での経緯など を御存じであ ることから 眞鍋先生にお 願いで

きればと思います。
○吉岡評価第二課 長

ただいま 、筒井専門委 員、八谷専門 委員から眞 鍋専門委員を 座長に

という御推薦がご ざいました。 いかがでしょ うか。御賛同 される方は 拍手をいただ ければ
と思います。
（拍手起こる）
○吉岡評価第二課長

ありがとうございました。

御賛同いただきましたので、座長に眞鍋専門委員が互選されました。
それでは、眞鍋専門委員、座長席にお移りいただきたいと思います。
（眞鍋専門委員、座長席へ移動）
○吉岡評価第二課長
○眞鍋座長

では、眞鍋座長、一言御挨拶をお願いいたします。

眞鍋と申します。よろしくお願いします。

私は、３年ほど 前までは東京 大学のほうで お世話になっ ていて、プ リオン遺伝子 のノッ
クアウト牛をつく るとかいうこ とをやってい ました。他の 専門委員の 先生方とはち ょっと
違う視点でプリオ ンにかかわる 仕事をさせて いただいてい たのですが 、それだけに 人間に
対する影響とか、ま だまだ勉強が 足りないと ころも多いか と思いますの で、専門委員 の方々
にいろいろお教えいただきながら務めたいと思います。
多分一番おじい さんだからと いうことで座 長に指名して いただいた かと思うので すが、
亀の甲より年の功 ということで 御迷惑になら ないように努 めたいと思 います。何と ぞよろ
しくお願いいたします。
○吉岡評価第二課長

ありがとうございました。

次に、運営規程 第２条第５項 に「座長に事 故があるとき は、当該専 門調査会に属 する専
門委員のうちから 座長があらか じめ指名する 者が、その職 務を代理する 」とあります ので、
座長代理の指名を お願いいたし ます。また、 これ以降の議 事の進行は 、眞鍋座長に お願い
いたします。
○眞鍋座長

それでは、議事の進行を引き継がせていただきたいと思います。

事務局から説明 がありました ように、座長 代理の指名で すが、座長 の私のほうか ら、筒
井専門委員と、本日 御欠席なので すが水澤専 門委員に座長 代理をお願い したいと思い ます。
いかがでしょうか。
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特段の異議がございませんので、筒井座長代理と水澤先生にお願いし たいと思い ます。
筒井先生のほうから一言御挨拶をお願いします。
○筒井専門委員

筒井です。前 回まで座長代 理をやらせて いただいた のですけれど も、引

き続き座長をサポ ートして努め てまいりたい と思いますの で、よろしく お願いいたし ます。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。何とぞよろしくお願いします。

引き続きまして 、利益相反の 確認をさせて いただきたい と思います 。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 の調査審議会 等への参加に 関する事項 について報告 をお願
いいたします。
○今西課長補佐

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、資料の １－３に示し ております改 選のあった 専門委員の先 生方も
含め、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。
○眞鍋座長

どう もありがとう ございます。 専門委員の先 生方から提 出いただきま した確

認書について、相違ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
続きまして、議 事（５）に入 ります。事務 局から平成30 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いうことですので、よろしくお願いいたします 。
○吉岡評価第二課 長

議事（５ ）に入る前に ちょっとお時 間いただき まして、平成3 0年度

食品安全委員会の運営計画を御紹介いたします。資料２をお願いいたし ます。
まず、２ペ ージをお願 いいたします。
「第１

平成30年度 における委 員会の運営の 重点事

項」の「（２）重点 事項」を御覧 ください。「 ①食品健康影 響評価の着 実な実施」と いう項
目がございます。 食品用器具・ 容器包装ポジ ティブリスト 制度の導入 等を含む食品 衛生法
の改正が、今時国 会にかかって おります。こ の動向を踏ま えつつ、食 品健康影響評 価を着
実に実施する。ま た、（定量的） 構造活性相 関（（Q）SAR） についてリ スク評価への 活用を
検討する。さらに ベンチマーク ドーズ法等に ついてリスク 評価への活 用方策の検討 を進め
るということを重点事項の最初のところに書いております。
３ページをお願 いいたします。
「第２

委員会の運営 全般」で ございます。
「（１）委員会

会合の開催」。既に 今までお務め いただいた専 門委員の方は 御存じのこ とと思います けれど
も、委員会会合は原則として毎週１回、火曜日にやっております。
４ページをお願 いいたします。
「第３

食品健康影 響評価の実 施」。
「２

評価ガイ ドライ

ンの策定等」を御 覧ください。 ５行目からで す。平成30年 度において は、アレルゲ ンを含
む食品について、 評価ガイドラ インの検討を 進める。また 、動物用医 薬品及び飼料 添加物
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につきましては、 専門調査会に おいて議論を 進める。さら に、農薬に つきましては 、策定
について検討を進 める。ベンチ マークドーズ 法等につきま しては、リ スク評価への 活用方
策の検討を進めることを記載しております。
５ページをお願 いいたします 。下のところ 「第５

食品 の安全性の 確保に関する 研究・

調査事業の推進」 でございます 。めくってい ただきまして 、６ページ の（３）を御 覧くだ
さい。
「 平成30年度 に実施する研 究課題の中間 評価の実施」ということが 書かれており ます。
本プリオン専門調 査会に関係し ます研究とい たしましては 、農研機構 の岩丸先生に 「試験
管内プリオン増幅 系を用いた『 種の壁』の定 量的評価のた めの研究」 を平成29年度 と今年
度の２年間でやっていただいております。
７ページをお願 いいたします。
「第６

リスクコミ ュニケーシ ョンの促進 」を御覧 くださ

い。「（１）ホーム ページ」の下 から３行目の 終わりからで す。キッズ ボックスにつ いて、
掲載頻度を増やす。
めくっていただ きまして、８ページ、
「２

『 食品の安全 』に関する 科学的な知識 の普及

啓発」という ことで３つ 目のパラグラ フのところで す。
「学 校教育関係 者が指導の際 に活用
できる食品の安全 に関する教材 （副読本）の 作成に着手す る」という ことを記載し ており
ます。食品安全委 員会全体とい たしましては 、情報の発信 に関しまし て、このよう に学校
関係者、それから 生徒さん等に 向けたところ の情報発信を 強化すると いうのが平成3 0年度
の中心でございます。
10ページお願い いたします。「 第９

国際 協調の推進」 の「（１）国 際会議等への 委員及

び事務局職員の派 遣」というこ とで、本プリ オン専門調査 会に関係す るものといた しまし
ては、一番上の本年５ 月「Prion2018」が５月 の22日から25 日までスペ インで開催さ れます
ので、委員及び事務局の職員を派遣する予定としております。
簡単でございますが、平成30年度の食品安全委員会運営計画の御紹介 です。
以上でございます。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

ただいまの御説 明に対して、 委員の先生方 から御質問等 ございます でしょうか。 特段ご
ざいませんか。よろしいですか。どうも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 を振り返りた いと思
います。
前回ですが、英 国から輸入さ れる牛、めん 羊及び山羊の 肉及び内臓 にかかわる食 品健康
影響評価について の評価書案に ついて、起草 委員及び事務 局から説明 が行われ、そ の後、
審議が行われまし た。その審議 の結果ですが 、英国に係る 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、人への健 康影響は無視 できるとい うふうに評価 されま
した。この件につ きましては、 昨年12月27日 から１月25日 までの期間 でパブリック コメン
トの募集を行いま した。本年の２月６ 日の第683回食 品安全委員 会の審議を経 まして 、同日
付で評価結果が厚生労働省へ答申されました。
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以上のようなことが前回の取りまとめでございます。
それでは、議事５に移らせていただきます。
今回ですけれど も、本件、米 国、カナダ及 びアイルラン ドから輸入 される牛の肉 及び内
臓に係る食品健康 影響について 、米国及びカ ナダが平成23 年12月、ア イルランドが 平成25
年４月にそれぞれ 厚生労働省か ら諮問を受け ていたもので す。本件に 係る経緯の詳 細につ
きましては、事務局から説明をお願いできますでしょうか。よろしくお 願いします 。
○大快係長

それ では、本件に 関する経緯に つきまして、 少し詳細に 説明をさせて いただ

きます。
参考資料の１か ら３を御用意 ください。後 ろについてお ります３つの 資料でござい ます。
先ほど座長から もありました とおり、本件 については、米 国及びカナ ダが平成23年1 2月、
アイルランドが平 成25年４月に それぞれ厚生 労働省から諮 問があった ものでござい ます。
既によく御存じの 先生方もおら れることと存 じますけれど も、これま での経緯の詳 細につ
いて改めて御説明をさせていただければと思います。
まず初めに、一番後 ろの参考資料 ３を御覧くだ さい。日本では、BSE の発生が確認 された
国からの牛の肉及 び内臓の輸入 を厚生労働省 及び農林水産 省が順次停 止してきてお ります。
今回議題となって おります米国 、カナダ、ア イルランドに つきまして も、参考資料 ３の上
のほうにございま すとおり、平成 12年あるい は平成15年に これらの国か らBSEが発生 したこ
とから輸入が一度停止されております。
続いて、参考資 料１を御覧く ださい。平成 23年12月に食 品安全委員 会に求められ た厚生
労働省からの諮問文書でございます。
参考資料１を１ ページおめく りください。 具体的な諮問 内容が、左 上に別紙と書 いてあ
ります紙の下のほ うにいってい ただきまして 、２にござい ます。諮問 内容といたし まして
は、大きく分けて（１）の 国内措置、
（ ２）の国境 措置、それ から次のペー ジの（３ ）に分
かれてございます。
（１）の国内措置に関し ましては、アの国 内で実施され ている健康と 畜牛のBSE検 査の検
査対象月齢の規制 値を30か月齢 とした場合の リスク、それから、イ、SR Mの範囲を変 更した
場合のリスクに関する諮問となってございます。
続いて、
（２）の国境 措置ですけれ ども、こちらは 米国、カナダ、フランス、オラ ンダの
４か国から輸入さ れる牛の肉及 び内臓の、ア 、輸入月齢の 規制値を30 か月齢とした 場合の
リスク、それから、イ、輸入に当 たって適用 されるSRMの範 囲を日本と 同様の範囲に 変更し
た場合のリスクに関する諮問となっております。
これらの（１）の国内措置、
（２）の 国境措置の部 分につきまし ては、既に過去プ リオン
専門調査会で議論 を行い、平成24 年10月に当 時の各国にお けるBSE感染 状況や飼料規 制等の
管理措置に照らし て、これらの 措置を変更し 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 できるとの評 価結果を既に 厚生労働省 に答申済みで ござい
ます。
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次のページに行 っていただき まして、
（３）の部分を御覧 いただけれ ばと思います けれど
も、下線を引いた 部分でござい ます。
（３）の 内容といたし ましては、
「 上記（１）及び（２）
を終えた後、国際的 な基準を踏ま えてさらに月 齢の規制閾値（ 上記（１）ア及び（ ２）ア）
を引き上げた場合 のリスクを評 価」と いうものでご ざいます 。この（３）のうち 、上記（１）
アの国内 の健 康と畜 牛のBSE 検査の 検査 対象月 齢をさ らに引 き上げ た場 合のリ スクに つい
ては、既に平成25 年５月に厚生 労働省に評価 結果を答申済 みでござい ます。したが いまし
て、残っておりま す（３）の（ ２）アの部分 、すなわちこ れらの４か 国から輸入さ れる牛
の肉及び内臓の輸 入月齢の規制 閾値を、これ は現状30か月 齢となって おりますけれ ども、
30か月齢からさら に引き上げた 場合のリスク についてはこ れまでの専 門調査会で審 議がな
されておらず、結 論が出ていな いという状況 になっており まして、今 回の議題はこ ちらに
関係するものでございます。
続いて、参考資 料２を御覧く ださい。参考 資料２はアイ ルランド及 びポーランド から輸
入される牛の肉及び内臓に係る諮問文書となっております。
参考資料２の裏 のページをお めくりいただ きますと 、先ほどの米 国、カナ ダ、フラ ンス、
オランダの諮問文 書と同様に具 体的な諮問内 容が書かれて おりまして 、先ほどの４ か国と
同様に（１）輸入 月齢の規制閾 値を30か月齢 とした場合の リスク、（２ ）SRMの範囲 を日本
と同様の範囲にし た場合のリス ク、そして（ ３）として、 それらの評 価を終えた後 、国際
的な基準を踏まえ てさらに月齢 の規制閾値を 引き上げた場 合のリスク を評価という ような
内容になってございます。
アイルランド及 びポーランド につきまして も、状況とし ては先ほど の４か国と同 様でご
ざいまして、（１）、（２）につい ては、既に 厚生労働省に 評価結果を答 申済みで、（ ３）の
輸入月齢の規制閾 値をさらに引 き上げた場合 のリスクとい う部分につ いては、これ までに
結論を出していないというような状況でございます。
食品安全委員会 といたしまし ては、これま で米国、カナ ダ、フラン ス、オランダ 、アイ
ルランド、ポーラ ンド、さらに それ以外の国 として、スウ ェーデン、 ノルウェー、 デンマ
ーク、スイス、リ ヒテンシュタ イン、イタリ ア、オースト リア、そし て昨年末御議 論いた
だきました英国と いった計14か 国について30 か月齢の部分 について評 価を行い、厚 生労働
省にその結果を通 知してまいり ましたけれど も、いずれも 輸入月齢の 規制閾値を30 か月齢
とした場合のリス ク、そ れから、SRMを日本と 同様に設定し た場合のリ スクに関する 部分の
み評価が終了して おりまして、 これらの14か 国について月 齢をさらに 引き上げた場 合のリ
スクについては結論をまだ出していないというような状況でございます 。
続きまして、参 考資料３にお 戻りください 。先ほど、参 考資料１と 参考資料２の 諮問文
書に沿って御説明 させていただ いたことが、 この表の平成 23年以降の 部分にも同じ ことが
まとめてございます。
参考資料３の平 成29年のとこ ろを御覧くだ さい。国内措 置の見直し を踏まえ、14 か国に
ついて（３）、すな わち月齢をさ らに引き上げ た場合の評価 を厚生労働 省から改めて 依頼と
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ございます。
昨年４月、厚生労働省 が国内の健康 と畜牛のBSE検 査を廃止い たしましたけ れども 、それ
を踏まえて、昨年 ４月の第647回 の食品安全 委員会及び昨 年５月の第10 4回プリオン 専門調
査会におきまして 、先ほど御説 明させていた だいた各国に ついて、評 価が終わって いない
部分も評価を進めてほしいという旨の依頼が改めてあったところでござ います。
厚生労働省から 依頼を受けま して、プリオ ン専門調査会 座長から、 各国、前回の3 0か月
齢の評価を行った ときから時間 が経過してお りますことか らで、これ らの国の評価 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 要があるとの 提案が
なされました。そ こで、参考資 料３にもござ いますとおり 、昨年５月 、厚生労働省 に対し
て評価に必要な補 足資料として 各国の最新の 状況の提出を 求めたとこ ろでございま す。そ
の後、厚生労働省 から各国の政 府に対し情報 の提出を求め たというふ うに承知して おり、
現在までに厚生労 働省から、米 国、カナダ及 びアイルラン ドの３か国 について回答 が返っ
てきておるという状況でございます。
そこで今回の専 門調査会では 、最新の状況 について回答 が提出され た３か国を議 題とす
ることとし、これ ら３か国から の輸入牛肉等 の月齢のさら なる引き上 げに関する審 議を開
始することといたしました。
経緯の説明は以 上でございま すが、多少複 雑になってご ざいますこ とから、御不 明の点
がございましたら御遠慮なく御質問していただければと思います。
以上でございます。
○眞鍋座長

私だ けかもしれま せんが、今回 再任の先生方 も結構複雑 に思われると 思うの

ですけれども、新任の先生方にとっては特に、このプロセスが結構複雑 かと思いま す。
ぜひ御遠慮なく 、今の時点で 事務局からの 説明につきま して、御不 明な点あるい は質問
がございましたら、ぜひよろしくお願いします。
参考資料３を見 ていただくと 、これは年表 のようなもの ですので、 ある程度、経 緯がわ
かるかと思うので すが、要はこ れまで厚生労 働省のほうか ら諮問があ ったもので、 まだ十
分答えていない部 分が残ってい る。それに答 えるために、 最新の情報 を集めてちょ うだい
ということをお願 いして、それ が昨年12月と 今年２月に厚 労省のほう から資料を提 出いた
だいていますので 、これに基づ いて、この専 門調査会の中 で議論を尽 くしたいとい うこと
になります。
特段、御質問とかはございませんでしょうか。
それでは、続き まして、米国 、カナダ及び アイルランド に係る食品 健康影響評価 の基本
情報について、事務局のほうから説明をお願いします。
○大快係長

引き続き、御説明をさせていただければと思います。

資料３を御覧く ださい。
「米国 、カナダ及び アイルランド に係る食品 健康影響評価 の基本
情報」といたしまして、こちらは事務局でまとめさせていただいた資料 でございま す。
「１．世界におけるBSEの現状」でございます。
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ページをおめくりいただきまして、世界におけるBSEの発生頭数の推 移でございま す。
下の４ページを 御覧になって いただきます と、今回、評 価の対象と なっておりま す３か
国を含む、これまで 食品安全委員 会が評価を 行った国々に おけるBSEの 発生状況を記 載して
おります。括 弧内は 、自然発生的 に発生する ことが示唆さ れております 非定型BSEの 内数で
ございまして、昨 年、2017年はB SEの流行以 降確認された 定型BSE症例 が世界的に初 めてゼ
ロとなったところでございます。
評価の対象とな っております ３か国に関し ましても、定 型BSEの確認 頭数はこれま で認め
られていない、ないしは減少してきているという状況でございます。
５ページでござ いますけれど も、「２．米 国、カナダ及 びアイルラン ドにおけるBS Eの現
状について」とい うことで、３ か国に関し、 厚生労働省か ら提出され た追加資料の 概要を
まとめております。
基本的には、先 ほど経緯の部 分でお話しさ せていただい た30か月齢 の評価を行っ て以降
の状況に関する情報の更新という観点でございます。
６ページ、７ページに は、牛群 へのBSEの感 染を防止する という観点 に関する措置 といた
しまして、各国におけ る輸入規制、飼料 規制、それからBSE サーベイラ ンスの経緯を まとめ
てございます。
BSEを国内に持ち 込ませないた めの対策で ございます輸 入規制を緑色 、牛への蔓延 を防止
するための措置で ございます飼 料規制を赤、 それから、こ れらの措置 の有効性を検 証する
ためのサーベイランスを青色でそれぞれ示してございます。
６ページを見ていただきまして、米国から順に御説明させていただき ます。
米国では1989年 に、当 時BSEの発生が 増加してきて おりました 英国から 、生体牛と 反すう
動物由来の肉骨粉の輸入を禁止いたしました。
1990年には、中 枢神経症状を 呈する牛等の サーベイラン スを開始、9 7年からは、 英国の
みならず欧州から 生体牛と反す う動物由来肉 骨粉の輸入を 停止し、ま た、豚、馬由 来たん
白質を除く哺乳動 物由来たん白 質の反すう動 物への給与を 禁止しまし た。この1997 年８月
の飼料規制が、米国の最初の飼料規制でございます。
その後、2000年から は、米国がBSEリス ク国と認定し た国から、一部 の動物性たん 白質の
輸入を禁止いたしました。
次のページに行 っていただい て、2001年か らは、日本に おけるBSEの 発生を受けま して、
日本から生体牛と 反すう動物由 来肉骨粉の輸 入を禁止、20 03年からは 、カナダでの 発生を
受け、同様の措置を講じてございます。
2004年からは、BS Eの有病率の 把握を目的と した約２年間 の拡大サー ベイランスが 組まれ
ました。2005年から は、2003年に 停止したカナ ダからの輸入 を限定的に 解除しており ます。
先ほどの拡大サ ーベイランス が終了した20 06年からは、全月齢のBSE 臨床症状牛や3 0か月
齢以上の高リスク 牛を対象に、 年間約４万頭 のサーベイラ ンスを実施 しており、こ れは現
在も継続されております。
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2009年からは、 飼料規制が強 化されまして 、先ほど御説 明した1997 年の飼料規制 に加え
て、動物飼料への 牛由来の禁止 原料として、 30か月齢以上 の脳・脊髄 等の使用を禁 止して
おります。
1997年の最初の 飼料規制のも とでは、反す う動物用飼料 に、牛に由 来する原料の 使用は
禁止されていた一 方、逆に豚や 鳥などに与え る飼料には、 脳や脊髄を 含めたあらゆ る牛の
部位の使用が認め られておりま した。しかし 、2009年から は、反すう 動物用飼料へ の交差
汚染防止の観点か ら、脳・脊髄 等の部位に関 しましては、 全ての動物 向けの飼料へ の使用
が禁止されたというものでございます。
2013年には、それ までカナダに 限って認め てきておりま したBSE発生 国からの生体 牛や肉
骨粉の輸入を、これは 国際機関でご ざいます国際 獣疫事務局（OIE）の 定める基準に のっと
って、条件つきで解除しているというような状況でございます。
なお、生体牛の 輸入に関しま しては、規則 上は輸入が条 件つきで解 除ということ になっ
ておりますけれど も、実績とし ては、米国に 輸入される牛 は、現時点 ではカナダと メキシ
コからのみとなっております。
次に、カナダで ございます。 再び６ページ にお戻りいた だきまして 、カナダでは 、1988
年に米国産を除く 全ての国から 肉粉等の輸入 を禁止、1990 年に英国、 アイルランド から生
体牛の輸入を禁止 いたしました 。92年には、 中枢神経症状 を呈する牛 等を対象とし たサー
ベイランスを開始 しました。94年には 、BSE発生国か らの生体牛 の輸入禁止 、96年には 、カ
ナダがBS E清浄 国と認 定した 国以外 から の生体 牛や反 すう動 物由来 原料 を含む 飼料の 輸入
を禁止しました。9 7年には、米 国と同様の内 容で飼料規制 を開始いた しました。ま た、97
年、98年、2000年にかけま して、BSE清浄国と 認定した国以 外からの反 すう動物やた ん白質
を含む製品等の輸入を禁止いたしました。
７ページに行っ ていただきま して、カナダ の2002年から は、と畜場 到着時死亡牛 、緊急
と畜牛及びダウナ ー牛をサーベ イランスの対 象に追加、200 4年には、30 か月齢超の死 亡牛、
ダウナー牛、瀕死 の牛及び病気 の牛並びに臨 床症状牛を対 象に、年間 約３万頭のサ ーベイ
ランスを開始いた しました。現 在、実施され ているサーベ イランスも 、この枠組み の中で
引き続き行われているものでございます。
2005年には、201 3年の米国同 様、OIEのBSE リスクステー タスに応じ て生体牛、肉 骨粉の
輸入を解除してお ります。2007 年には、米国 の2009年の飼 料規制の強 化と同様の趣 旨とい
たしまして、全ての家畜用飼料へのSRMの使用を禁止いたしました。
続いて、アイル ランドでござ います。もう 一度６ページ にお戻りい ただきまして 、アイ
ルランドの列を御 覧ください 。1989年 にBSEを通報対 象疾病に指 定、さ らに1988年７ 月以前
生まれの英国産牛の輸入を禁止しました。
1990年からは、反すう動物用飼料として肉骨粉の使用を禁止いたしま した。
1996年には 、BSE陽性牛 の同居牛等の サーベイラン スを開始 、英国か ら生体牛と哺 乳動物
由来肉骨粉の輸出 が禁止、哺乳 動物由来肉骨 粉等を用いた 豚・鶏用飼 料の製造に対 し許可
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制を導入するなどの飼料規制の強化が開始されました。
1998年には、ポルトガルから生体牛や哺乳動物由来肉骨粉の輸出が禁 止されまし た。
次のページに行 っていただき まして、2001 年には、EU域 外からの生 体牛輸入につ いて、
BSEステータス分類 に応じた輸入 条件を適用、家畜飼料用の 動物性たん 白質の輸入を 禁止し
ました。
サーベイランス につきまして は、健康と畜 牛、緊急と畜 牛、死亡牛 サーベイラン スを開
始、飼料規制に関 しましては、 動物由来たん 白質の全ての 家畜への給 与を禁止、こ れはい
わゆる完全飼料規 制と呼ばれて いるものです けれども、EU 全体のEU規 則に基づきま して、
この完全飼料規制が2001年から施行されました。
2004年、2006年 には、それぞ れ輸入禁止と なっておりま したポルト ガル、英国か らの生
体牛の輸入が一部解除。
2009年、2011年 、2013年には サーベイラン スの対象とな る牛の条件 の見直しが段 階的に
行われました。
続きまして、８ ページを御覧 いただきたい と思います。 今現在の各 国の飼料規制 の概要
をお示ししてございます。
いずれの国にお きましても、 反すう動物に 対して反すう 動物由来肉 骨粉を給与す ること
は、現在禁止され ておりますけ れども、米国 、カナダにつ きましては 、反すう動物 由来肉
骨粉を豚や鶏に、 また豚や鶏の 肉骨粉を反す う動物に給与 することは 認められてご ざいま
す。
ただし、交差汚 染防止の観点 から、先ほど 触れましたけ れども、厳 密に申します と米国
については脳と脊 髄に限ります けれども、牛 のSRMを豚や鶏 などへ給与 することは禁 止され
てございます。
一方、アイルラ ンドを含むEU では、こうし た組み合わせ の給与が完 全に禁止され ており
まして、これはいわゆる完全飼料規制と呼ばれてございます。
９ページを御覧 ください 。各国の牛 肉等のSRM及び 食肉処理と いうことで 、牛をと 畜場や
食肉処理施設で処理する際の処理方法の概要をまとめた表でございます 。
特定危険部位（S RM）につきま しては、各 国それぞれ記 載のとおりの 範囲をSRMと 定めて
除去しております けれども、中段 の注意書き、太字になって いる部分に ございますと おり、
いずれにせよ 、日本に輸 入される牛肉 については 、日本がS RMに定める 範囲と同じ範 囲を除
去することが求められるということになっております。
また、ピッ シング等に 関しましては 、OIEが 定める国際基 準で禁止さ れているよう な高リ
スクの部位が飛散するおそれのあるような方法で行うことは禁止されて ございます 。
また、各国とも 、と畜前検査 を実施してお りまして、中 枢神経症状 が疑われる牛 等はと
畜禁止とされております。
機械的回収肉に つきましては 、米国、カナ ダでは製造さ れておりま すけれども、 日本向
けには製造禁止、アイルランドでは国内向けも含めて製造禁止とされて おります。
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一番下の行に 、参考と してOIEのリス クステータス をお示しし てございます けれども 、米
国は最も清浄度の 高いステータ スであります「無 視できるリス クの国」、カナダ、ア イルラ
ンドはその次でご ざいます「管理さ れたリスクの 国」ということで、そ れぞれOIEか ら認定
されてございます。
それから、表の 外になります けれども、一 番下の脚注に ございます とおり、国際 機関で
ございますOIEは、 管理されたリ スク国には 非貿易物品と して以下のSR Mの部分の貿 易禁止
を規定しておりま すけれども、無 視できるリ スク国にはSRM の設定は求 めていないと いう現
状でございます。
10ページには、 各国の牛のサ ーベイランス の実績が記載 されており ます。米国は 、成牛
の飼養頭数が約4,3 90万頭 、カナダは約 497万頭 、アイルラ ンドは約134 万頭ほどでご ざいま
す。
下の括弧の中に 示してござい ますけれども 、OIEの 定める国際 基準では 、タイプＡ サーベ
イランス及びタイ プＢサーベイ ランスを実施 していること が、それぞ れ管理された リスク
の国及び無視できるリスクの国の認定の条件とされております。
タイプＡサーベ イランスは、成 牛10万頭当 たり１頭のBSE を信頼水準9 5％で検出可 能なサ
ーベイランス 、タイプＢ サーベイラン スは、成牛５万頭に １頭のBSEを 信頼水準95％ で検出
可能なサーベイランスと、それぞれされております。
今回の評価の対 象となってお ります３か国 については、 先ほど御説 明させていた だいた
とおり、米国のみ が無視できる リスクの国で すけれども、 いずれの国 でもタイプＡ サーベ
イランスの水準以上のサーベイランスが実施されております。
11ページを御覧 ください 。こちらで は、各 国で確認され たBSE症例に 関する情報を お示し
しております。無 視できるリス クの国の認定 条件でござい ます直近11 年間に出生し た牛で
の定型BSEの発生に 関しまして、米国 については 発生なし、カナダ、ア イルランドに ついて
は、それぞれ2009 年３月及び201 0年１月に生 まれた牛が１ 頭ずついる という状況で ござい
ます。
なお、米国につきま しては、下の非定 型BSEの症例の ところにも ありますけれ ども、これ
までカナダから輸 入された牛１ 頭を除き、自 国産の牛での BSE症例は全 て非定型BSE となっ
てございます。
12ページから14 ページには、３ か国各国に おけるBSE感染 牛の出生年 別で見た摘発 状況を
記載してございます。
12ページ、米国 については、 先ほど説明い たしましたと おり、２段 階にわたって 飼料規
制が強化 され てござ います が、飼 料規制 の強 化の前 後にか かわら ず、摘 発さ れてい るBSE
感染牛は、カナダ からの輸入牛 を除いて、非 定型BSEのみ という状況に なってござい ます。
13ページを御覧 ください。カ ナダも米国同 様、２段階に わたって飼 料規制が強化 されて
おりますけれども 、カナダに関 しましては、 1997年の飼料 規制以降に 生まれた牛に も定型
BSEが数頭発生しておりまして、2000年から2002年生まれがピークとな ってございま す。
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その後、出生年 で見た頭数は 減少いたしま して、2007年 の飼料規制 強化以降は11 ページ
にお示ししました2 009年生まれ の１頭のみと なっており、 その１頭が 生まれて以来 、直近
９年間に生まれた牛には定型BSEは今のところ確認されてないという状 況でございま す。
14ページを御覧 ください。アイル ランドは、これま での全体の摘 発頭数が1,66 0頭と、ほ
かの２か国と比較いたしますとかなり多くなってございます。
一方、1996 年の飼料規 制強化、2001年の完 全飼料規制施 行以降に生ま れた牛でのBS Eの発
生は、その飼料規 制強化を境に 大きく減少し てございます 。2001年の 飼料規制以降 に生ま
れた牛での定型BSE の発生は12頭 となってご ざいまして、 この12頭中11 頭につきまし ては、
2001年から2004年の間に生まれたものでございます。
一方、その後、 間があきまし て、2010年生 まれの１頭で も、発生が 認められてい るとい
う状況でございます。
次のページに行 っていただき まして、最後 のスライドと なりますけ れども、15ペ ージ、
各国における変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）の発生状況で ございます 。
これまで米国で は４例、カナ ダでは２例、 アイルランド では４例のv CJD症例が確 認され
ております。
米国につきまし ては、２例は 英国滞在中、 １例はサウジ アラビア、 １例はレバノ ン、ク
ウェート、ロシア等 に滞在歴があ り、いずれも 米国外で曝露 されたと考 えられており ます。
カナダにつきま しては、１例は英国滞 在中、１ 例はサウジア ラビア、アラブ首長国 連邦、
英国等に滞在歴が あり、カナダ に移住後間も なく発症して いることか ら、カナダ国 外で曝
露されたものと考えられております。
アイルランドに つきましては 、２例は英国 滞在中の曝露 ということ で考えられて ござい
ますけれども、残 り２例につい ては英国への 渡航歴はなく 、国内で感 染したものと 考察さ
れております。
御不明点等がございましたら、御指摘いただければと思います。
説明は以上でございます。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

ただいま事務局 から説明いた だきましたよ うに、今後、 十分に議論 を深めるとと もに、
積極的に委員の皆 さんの御質問 や御意見をお 願いしたいと 思います。 委員の先生方 から何
かございますか。
事務局から、非常 にコンパクト に良くまと めていただい たとは思うの ですが、とは いえ、
結構複雑な経緯がございます。
諮問内容は、国 際的な基準を 踏まえて、さ らに今現在設 定されてい る月齢の規制 閾値を
引き上げた場合のリスクに関する評価をこの専門委員会で行うというも のです。
配付資料の資料 ３の12ページ を見ていただ きたいのです けれども、 アメリカでは 、過去
に５頭のBSEが発生 しています。 そのうち、 定型BSEは、カ ナダからの 輸入牛で、ア メリカ
で発生したもので はない 。残りは全て 非定型のBSEな のだという ことになって います 。赤の
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縦線が２本ありますように、飼料規制強化を２回行って、段階的に厳し くしている 。
次、13ページは カナダですけ れども、カナ ダも２回、飼 料規制をし ています。カ ナダで
生まれた牛の中で、こ れまで20頭のB SEが確認さ れている。そのう ちの２頭が非 定型、残り
が定型、ただ 、カナダの 場合は2009年 ３月生まれの 定型BSEがあ るのだと。ですから 、２回
ほど飼料規制をした後生まれた例がある。
それから、14ペ ージです。ア イルランドは 、これまで過 去に1,660頭 のBSEが確認 されて
いて、そのう ちの５頭は 非定型のBSEで ある。アイルランド は３回にわ たって飼料規 制強化
を行っていますが 、その後、生 まれた牛のう ちの12頭につ いては、BSE が確認されて いる。
１頭は、2010年１月に生まれた牛の例である。
なお、３か国で このように段 階的に飼料規 制とかサーベ イランスを 見直していま して、
直近では今のところ発生が認められていない。
今回の審議事項 なのですけれ ども、特定危険部 位（SRM）を輸入条件 としては変更 すると
いうことではなく て、これはSRMにつ いては変え ない。その上で、月齢 を引き上げた 場合に
関するリスクの評価ということになります。
これにつきまし て、先生方か ら忌憚のない 御意見あるい は質問がご ざいましたら 、お願
いいたします。
どうぞ。
○筒井専門委員

確認なのです けれども、資料の 中で、
「国際基準 を踏まえて」とい うこと

だったのですが、 現行の国際基 準を再度確認 させてくださ い。現行の 管理された国 と管理
されていない国の 肉の条件、そ れから国際基 準の変更が近 年なされて いるのかなさ れそう
なのか。その辺、もし情報がありましたら教えてください。
○大快係長

御説明させていただきます。

まず、詳し く御説明さ せていただく 前に、O IEが定めてお ります国際 基準の月齢に 関する
部分に関しては、 結論といたし ましては、「 無視できるリ スクの国」で あっても、「 管理さ
れたリスクの国」で あっても、月 齢に関する条 件は求めてい ないという 状況でござい ます。
詳細について御 説明させてい ただきますと 、まず 、OIEコ ードの中で リスクステー タスに
かかわらずいかな る条件も要求 しないものと されているも のがありま して、肉につ いて言
えば、骨を含まない骨 格筋（機械的回収 肉を除く。）で所定 の処理条件 を満たしたも のがこ
れにあたります。 これらの骨を 含まない骨格 筋に関しては 、どのリス クステータス であっ
ても、月齢については無条件に輸出入が可能ということになってござい ます。
それから、SRMに関し ては、先ほど説明 させていただ いたとおり、無 視できるリス クの国
については求めら れていないで すけれども、 管理されたリ スクの国に ついては規定 の範囲
のSRMの除去が求められております。
また、骨を除い た骨格筋でな くて、SRMで もないような 、それ以外の 部位、「牛の 生鮮肉
及び肉製品」とい うものに関し ましては、リ スクステータ スごとに条 件が定めされ ており
まして、無視できる リスクの国に ついては、そ の肉がと畜前 後の検査に 合格している こと、
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それから、飼料規 制が効果的に 施行された日 より後に生ま れた牛に由 来するもので あるこ
とといった条件が定められております。
管理されたリス クの国に関し ましては、無 視できるリス クの国と同 様に、と畜前 後の検
査に合格している こと、ピッシ ングやガスを 頭蓋腔に注入 するような リスクの高い スタン
ニングがされてい ないこと 、それから 、その 肉がSRMあるい は規定の機 械的回収肉に 汚染さ
れていないことという条件が定められてございます。
以上でございます。
○眞鍋座長

筒井委員、よろしいでしょうか。

○筒井専門委員
○眞鍋座長

はい。

他に、御質問とかコメントはございますか。

中村先生。
○中村（好）専門 委員

資料の1 5ページの変 異型クロイツ フェルト・ ヤコブ病の発 生状況

でございますが、 ここに書かれ ていることに つきましては 、厚生労働 省研究班のサ ーベイ
ランス委員会で把握している事実と相違はございません。
日本も含めてそ うなのですけ れども、自分 のところで曝 露したとは なかなか言わ ずに、
よその国でという ことで出てい るのですけれ ども、これは それぞれの 国がこう主張 してい
るというだけであ って、本当に 確かめられて いるかという と、必ずし もそうではな いとい
うのも事実だと考 えております。要 するに、例えば米 国ですと、CDCが こういう主張 をして
いるということでしかありません。
米国の真ん中の サウジアラビ アについて、これは個人的 にCDCの担当 者から話を聞 いたと
きに、
「結構お金持ちで、イ ギリスにもし ょっちゅう行 っていたの だよね。そのとき に感染
したのではないか。」み たいなことを 言っており ました。いずれに しても、彼らの主 張は米
国ではないだろうということでございました。
それから、１点 確認なのです けれども、６ ページの表の アイルラン ドの1998年、 ほかに
も似たような表現 があるのです 。ポルトガル から生体牛の 輸出禁止と あるけれども 、これ
はアイルランドか ら見ると輸入 禁止ですね。 ポルトガルか らアイルラ ンドに入れて はいけ
ないという話ですね。
○大快係長

お答えいたします。

このポルトガル と、アイルラ ンドの部分の 96年を見てい ただくと、 英国からも「 輸出禁
止」という表現を使っております。
これは、アイル ランドにして みれば輸入さ れなくなった ということ でございます けれど
も、背景といたし ましては、EU 規則上でイギ リスとポルト ガルに関し ては、これら の国か
ら輸出してはいけ ないという規 則が当時定め られており、 こういった 書き方にして おりま
す。
○中村（好）専門 委員

アイル ランドがとい うことではな くて、主体 は英国とポル トガル

で、輸出をとめたということですか。
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○大快係長

そういうことでございます。

○中村（好）専門委員
○大快係長

わかりました。ありがとうございます。

先ほ どの件 、CJDに関して なのですけれ ども、先ほどサウ ジアラビアの 話があ

ったと思いますが 、サウジアラ ビアに関しま しては、サウ ジアラビア 国内でも１例 、vCJD
の患者が認められ ておりますけ れども 、イギリスでB SE発生当時 、イギ リスからの輸 入量も
それなりにあったということが報告されていると承知しております。
○中村（好 ）専門委員
○眞鍋座長

サウジアラビ ア例も、サウジアラビ アはイギリ スと言ってい ます。

それは、サウジアラビアがそう言っているわけですか。

○中村（好）専門委員

はい。イギリスが認めているわけではございません。

もう少し言いま すと、我が国 の１例も、彼 は３週間ほど しかイギリ スに滞在して いなか
ったのですけれど も、サーベイ ランス委員会 の結論は、そ の３週間の 間に感染した 確率が
一番高いというこ となのですが、それに対し て、いまだにイ ギリスでは いろいろと言 って、
日本で感染したのだろうとかいろいろと、今でも言われております。
○眞鍋座長

勉強になります。どうもありがとうございます。

ほかに先生方から御質問とかコメントはございますでしょうか。
どうぞ。
○山本委員

１つ 確認なのです けれども、カ ナダとアイル ランドで飼 料規制後です が、最

近２頭、１頭ずつ ですか、見つ かっています が、これにつ いて何か疫 学調査などは されて
いるのでしょうか。
○大快係長

カナ ダとアイルラ ンドで最近見 つかった１頭 ずつですけ れども、今回 厚生労

働省から提出され た回答の中に 、これらの各 症例に関する 調査報告書 が添付されて おりま
す。カナダの１頭 に関しまして は、この牛が 発生した農場 におきまし て、以前１頭 、定型
BSEの症例が発生し てございます 。この農場 で前に発生し た定型BSEと いうのが2004 年生ま
れで、2010年 に定型BSEで あるというこ とが診断され ている症例 でございまし て、最 後にカ
ナダで発生してい る症例が2009 年生まれとい うことで、時 系列で言え ば、2004年生 まれの
症例が生まれ、2009年 生まれの症例 が生まれ、その後、200 4年生まれの 症例がBSEと 診断さ
れて、さらにその後 に2009年の生 まれの症例 が診断された というような 順序でござい ます。
このような時系 列から、カナ ダがいろいろ な感染経路に ついて、疫 学調査を実施 してい
るのですけれども 、この２症例 の時系列も踏 まえ、この農 場の１例目 の前の症例と も関連
する汚染飼料の残 りというのが この農場に少 量残留してい て、それに 曝露されたと いうの
がもっともらしい原因ではないかというような考察がされてございます 。
それから、アイ ルランドの症 例でございま すけれども、 アイルラン ドも同様に調 査報告
書が添付されてお りまして、概 要を申し上げ ますと、結論 といたしま して、曝露と それか
ら検出には長い時 間が経過して いるので、は っきりしたこ とを言うのは 困難だとした 上で、
環境由来でBSEの病 原体にこの牛 が曝露され た可能性、それ からカナダ と同様に古い 汚染飼
料が農場に残留し ていて、それ に曝露された という可能性 、この２つ については完 全には
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否定できないというような言い方がされてございます。
よろしいでしょうか。
○山本委員

その環境由来という意味はどういうことなのですか。

○大快係長

すみ ません。今す ぐ確認できま せんので、確 認した上で 次回御報告さ せてい

ただきます。
○山本委員

よろしくお願いします。

○眞鍋座長

よろしくお願いします。

ほかに事務局のほうから何かございますか。
○大快係長

３か 国から回答が あった状況の 概要というの は、説明は 資料３にござ います

とおりなのですけ れども、事務局 のほうでこ の３か国に関 する回答書を 精査いたしま して、
委員のお手元に机 上配付資料と いうものを配 付してござい ますけれど も、この机上 配付資
料に書いてあるよ うな点に関し まして、厚生 労働省に対し て追加で確 認すべき点が あると
考えております。 専門委員の先 生方から今回 の資料３の内 容等に関し まして、追加 でこう
いう情報を確認し たほうがいい のではないか ということが もしござい ましたら、本 日この
場でも専門調査会 終了後でも構 いませんので 、事務局まで 御連絡いただ ければと思い ます。
まとまった段階で厚生労働省のほうに確認をさせていただきたいと考え ております 。
以上でございます。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

先ほどの先生方 からのコメン ト等も含めま して、今後、 厚生労働省 のほうに問い 合わせ
る前に、事務局のほ うに先生方か らこういう こと忘れてい たなというこ とがありまし たら、
早目にコメントを送っていただきたいと思います。何とぞよろしくお願 いします。
それでは本件に つきまして、 今後、専門調 査会で審議し ていくこと になりますが 、今後
の進め方について座長のほうから１つ提案させていただきたいと思いま す。
今後の調査審議 を進めていく に当たりまし て、これまで この３か国 以外にいろい ろな国
の輸入牛肉の月齢 規制閾値を30 か月齢以下と することに関 する審議を 行ってまいり ました
が、それと同様に 、専門委員の 中から数名の 起草委員をお 願いいたし まして、起草 委員の
先生方を中心にま ずは審議の要 点の整理ある いは科学的知 見等の確認 、それから資 料作成
等をお願いしたい と思います。 起草委員の先 生方におかれ ましては非 常に御迷惑か と思う
のですけれども、仕 事がふえます けれども、ぜ ひ専門の先生 方にお願い したいと思い ます。
その起草委員につ きましては、 八谷先生、横 山先生、筒井 先生、高尾 先生に御担当 をお願
いできたらと思いますが、よろしいでしょうか。
（委員首肯）
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

それでは、専門 調査会での審 議を行い、評 価の方針や骨 子を定めま したら、起草 委員の
先生の中から各項 目ごとに御担 当の先生を指 名して、項目 ごとに議論 を進めていき たいと
思います。
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もちろん起草委 員の先生以外 の先生方にお かれましても 、審議の進 め方に対する 御意見
あるいは今後議論 を進めていく 上で参考とな る知見、収集 すべき知見 などお気づき の点が
ございましたら、ぜひ事務局に連絡をお願いいたします。
事務局は、先生 方から御指摘 のありました 内容を起草委 員の先生方 にも共有して いただ
くように努めてください。
次回以降これらも含めて議論を進めさせていただきたいと思います。
事務局のほうから、他に何か御連絡ございますか。
○今西課長補佐
○眞鍋座長

ございません。

予定 よりちょっと 早いのですけ れども、よろ しいでしょ うか。先生方 から何

か言い残したことはございますか。特段ございませんか。
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 をさせ
ていただいた後、先生方にお知らせさせていただきます。何とぞよろし くお願いし ます。
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