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眞鍋座長、今村専門委員、門平専門委員、佐藤専門委員、高尾専門 委員、
筒井専門委員、八谷専門委員、福田専門委員、横山専門委員
（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

骨子案

資料２

「Ⅰ．背景（案）」

資料３

「Ⅱ．評価の考え方（案）」

資料４

「Ⅳ．１．国際的な基準及び各国の対策の概要（案）」

資料５

「Ⅳ．２．「生体牛のリスク」に係る措置（米国）（案）」

資料６

「Ⅳ．２．「生体牛のリスク」に係る措置（カナダ）（案）」

資料７

「Ⅳ．２．「生体牛のリスク」に係る措置（アイルランド）（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）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
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参考資料４

農林水産省平成27年第１回OIE連絡協議会 参考資料（抜粋）

参考資料５

これまでの評価の概要及び今回の評価の考え方（案）（前回資料）

６．議事内容
○眞鍋座長

それ では、定刻でござ いますので、ただ いまから第11 1回「プリオン専 門調査

会」を開催いたします。
きょうは９名の 専門委員が御 出席いただい ていますが、 欠席の専門 委員は、斉藤 先生、
中村桂子先生、中村優子先生、中村好一先生、水澤先生の５名でござい ます。
食品安全委員会 の委員におか れましては、 ７名のうちの 山本委員を 除く６名が６ 月末で
３年間の任期を満 了されまして 、７月１日付 で新任の３人 の委員を含 めて６名の委 員が新
たに任命されたと伺っています。事務局から御紹介をお願いします。
○今西課長補佐
○佐藤委員長

それでは、再任されました佐藤委員でございます。
佐藤でございます。引き続き３年間よろしくお願いいたします。

○今西課長補佐

佐藤委員は、委員長としても再任されております。

このほか、吉田 緑委員と堀口 委員が再任さ れております 。川西委員 、香西委員、 吉田充
委員が新たに就任 されておりま す。なお、委員 長代理には山 本委員が指 名されており ます。
以上になります。
○眞鍋座長

ありがとうございます。

それでは、議題に入ります前に配付資料の確認を事務局のほうからお 願いします 。
○今西課長補佐

それでは、配付資料の確認をさせていただきます。

本日の資料は、 議事次第、専 門委員の名簿 、座席表と、 資料１から ７まで、その 後ろに
参考資料１から５まで、合計12点の資料になっております。
不足等があれば、事務局のほうまで御連絡ください。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 に関する提出 資料等は、 既に専門委員 の先生
方に送付いたして おりますが、 机の上にファ イル、それか らタブレッ トでも一部用 意して
おりますので、必要に応じて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 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。
以上です。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

先生方、資料はよろしいでしょうか。
それでは、事務 局から、平成1 5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
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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

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 ら御提出いた だきました 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

御出 席いただいた 先生方におき ましては、確 認書につき まして、相違 はござ

いませんか。
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 返って
おきたいと思いま す。前回、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 いて起草委員 が作成しまし た評価の考 え方の案につ いて、
起草委員を代表し て筒井先生か ら説明をいた だきました。 その後、こ れに関して質 疑を行
いました。起草委 員が作成した 案について、 参加されまし た先生方の 合意が得られ ました
ので、今後は、各国の状況について順次点検作業を進めることになりま した。
本日は、前回の合意に基づきまして、審議を続けるということになり ます。
それでは、議事（１）の審議に移ります。
先ほど申し上げ ましたように 、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 響評価につい て」は、前回 の専門調査 会の審議を踏 まえて
起草委員の先生方 に評価書の案 を作成いただ いております 。今回以降 は、その案に 基づい
て実際の評価書の 構成あるいは パートごとの 整理などにつ いて、先生 方に御審議い ただき
たいと思います。
まず初めに、骨 子案、「背景 （案）」です が、このパー トは事務局 から説明いた だきた
いと思います。
○今西課長補佐

それではまず 、骨子案です が、資料１と 参考資料５ を御確認いた だけれ

ばと思います。前 回の専門調査 会で、参考資 料５で、いわ ゆる今回の 評価の考え方 を御審
議いただきました 。評価の考 え方について は、参考 資料５の裏面 の４ページ 、考え方（案）
④というところで今回の評価の考え方を示しております。
御審議いただき ました考え方 に沿って、今 回、起草委員 の先生方の ほうで骨子案 、いわ
ゆる目次の構成を 作成していた だいたものが 資料１になっ ております 。構成といた しまし
ては、まず「Ⅰ ．背景 」があり 、そのなかに「はじ めに」、「 諮問の背景 」、「諮問 事項」
という項目が立っております。
次に、後ほど、 筒井専門委員 から御説明が あると思いま すが、「Ⅱ ．評価の考え 方」が
ございます。
それから、「Ⅲ ．SRMの除去等 の食肉処理 に関連したvCJ Dのリスク」 、そのなかに 、BSE
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プリオンの牛体内の「体内分布」と「vCJDの発生状況等」という項目が 立っており ます。
それから、「Ⅳ ．リスク管理 措置の点検」 ということで 、１つ目が 「国際的な基 準及び
各国の対策の概要 」、２つ目が 「『生体牛の リスク』に係 る措置」と いうことで、 今回評
価対象になってお ります米国、 カナダ、アイ ルランドとい う形になっ ております。 また、
３つ目としては「 『食肉処理に 関連したリス ク』に係る措 置」という ことで、これ も同様
に、米国、カナダ、アイルランドという構成になっております。
最後に、「Ⅴ． 食品健康影響 評価」という 構成で、骨子 案を作成い ただいている ところ
でございます。
本日、資料をお 配りしており ますが、作成 いただいた資 料は、「Ⅰ ．背景」につ いては
資料２、「Ⅱ．評 価の考え方」 については資 料３、「Ⅳ． １．国際的 な基準及び各 国の対
策の概要」が資料 ４、「Ⅳ．２ ．『生体牛の リスク』に係 る措置」は 、米国、カナ ダ、ア
イルランド、それ ぞれ資料５、 ６、７という 形で作成いた だいており ます。本日は ここの
部分を御審議いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた します。
それでは、まず 「Ⅰ．背景」 について、こ こは事実関係 になります ので、私のほ うから
説明させていただきたいと思います。資料２と参考資料３をご用意くだ さい。
まず「Ⅰ．背景 」の「１．は じめに」とい うことで、ま ず初めに、1 990年代前半 をピー
クとして、英国を 中心に欧州に おいて多数の BSEが発生し たこと、1996 年には、WHO 等にお
いてBSEの人への感染が指摘されたことが記載されております。
11行目からにな りますが、今 回の評価対象 であります米 国、カナダ 、アイルラン ドにつ
いては、BSEの発生を踏 まえまして、それ ぞれ2003年12 月、2003年５月 及び2000年12 月に輸
入が禁止されております。
具体的には、参 考資料３を見 ていただけれ ばと思います が、いわゆ る評価の経緯 という
ことについて、そ の後、15行目 から書いてい るところであ ります。ま ず、米国、カ ナダに
ついては、平成17 年、2005年に 厚生労働省、 農林水産省か ら諮問があ りまして、そ の諮問
に対して12月、評 価結果を答申 しておりまし て、こちらで 20か月齢と いうところで の輸入
条件となっており ます。その後 、2011年、厚 生労働省から 諮問があり 、2012年10月 に答申
をしております。 この答申を踏 まえ30か月齢 以下という条 件で輸入条 件が変更され ており
ます。
続きまして、ア イルランドに ついては、平 成25年、2013 年４月に厚 生労働省から 諮問が
あり、同年10月に 答申をしてお ります。こち らも同様に30 か月齢以下 という条件で 輸入条
件が変更されております。
また、米国 、カナダ 、アイルラン ド、それ ぞれ輸入の際 のSRMの条件 は同じになっ ており
ます。
これまで食品安 全委員会は、 この３か国に 加えまして、 33行目にな りますが、フ ランス
から英国まで、輸 入条件を30か 月齢以下とし た場合のリス クについて 食品健康影響 評価を
取りまとめております。
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37行目からにな りますが、今 回評価いただ いております 諮問事項に ついては「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」と なっておりま して、
こちらについては 、先ほど説明 いたしました 米国・カナダ は2011年12 月、アイルラ ンドは
2013年４月の諮問のときにあわせて要請されたということでございます 。
こちらについて は、2017年４ 月に厚生労働 省から今回の 評価の３か 国を含む14か 国の輸
入される牛肉等に ついて、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
合のリスクに関す る評価を進め るよう、改め て要請があり まして、食 品安全委員会 としま
しては、2017年５ 月、評価に当 たり必要とな る情報の提出 を厚生労働 省に依頼し、 今般、
米国、カナダ、ア イルランドに 関する情報が 提出されたこ とから、こ の３か国につ いて食
品健康影響評価を取りまとめたという形にしております。
続きまして、13 行目からの「 ２．諮問の背 景」になりま す。こちら は諮問が2011 年12月
になっております ので、その12月時点 のところを書 いております が、国 内のBSE対策 が開始
されてから10年が 経過したこと から、その対 策の効果、国 際的な状況 の変化等を踏 まえ、
食品安全上の対策 全般について 、最新の科学 的知見に基づ き再評価を 行うことが必 要とさ
れていたと。また、その際、OIE が定める基準 よりも高い水 準の措置を 維持する場合 には科
学的な正当性を明確化する必要があるという形での諮問の背景となって おります。
続きまして、「 ３．諮問事項 」になります が、具体的な 諮問内容は 下の枠のなか に示さ
れております。米 国、カナダ、 アイルランド 、それぞれ同 じ内容にな っております が、国
際的な基準を踏ま えてさらに月 齢の規制閾値 、現状の30か 月齢を引き 上げた場合の リスク
を評価という内容になっております。
以上になります。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

この部分は事実 関係の記載で すので、先生 方から御不明 な点や文章 の修正などの 御意見
がなければ次に進 ませていただ きたいと思い ますが、いか がでしょう か。よろしい でしょ
うか。
それでは、引き 続きまして、 「Ⅱ．評価の 考え方」に進 みます。こ のパートは、 前回の
専門調査会で御審 議いただいて 合意が得られ た内容を評価 書の形式の 文書で整理し たもの
でございます。前 回の専門調査 会で御審議い ただいた資料 が参考資料 ５として添付 されて
おります。そちらもあわせて御覧いただきたいと思います。
では、「評価の 考え方」につ いて、起草委 員を代表して 筒井先生か ら御説明をお 願いし
たいと思います。よろしくお願いします。
○筒井専門委員

それでは、代 表いたしまし て、私の方か ら説明をさ せていただき ます。

資料３をお手元に御用意ください。
「Ⅱ．評価の考 え方」という ことで、先ほ どありました ように、月 齢条件を引き 上げた
場合のリスクとい うことが諮問 内容でござい ます。これま で国内の健康 と畜牛につい ては、
BSE検査の廃止で月 齢条件を撤廃 したという ことで、どのよ うな形で評 価をしてきた かとい
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うことが一つの先例であろうと考えます。
まず、その 場合に当た っては、BSEを定型BS E及び非定型B SEに分けて 考えるという ことで
す。定型BSEについて は、「生体牛のリ スク」及び「食肉 処理に関連 したリスク」の ２つの
観点から総合的に リスク管理措 置の実施状況 の点検を行っ て、総合的 にリスクを判 断した
ということです。
特にこの中で生 体牛のリスク につきまして は、非常に生 体牛のリス クが低いとい うこと
について、適切な リスク管理措 置の実施を前 提といたしま して、過去1 1年以内に生 まれた
牛で定型BSEが確認 されていない ということ を一つの目安 として考えて まいりました 。一方、
非定型BSEについて は、実験的・疫学的な 知見から、リスク 管理措置が 実施されてい ること
を前提といたしま して、非定型BS Eプリオンに よる人へのvC JD等のプリ オン病の発症 リスク
は低いと判断してまいりました。
一方、状況が変 わったという ことで前回も 説明させてい ただきまし たけれども、 世界全
体の定型BSEの発生 状況を見てみ ますと、３ペ ージの図１に 再度示させ ていたただき ました
が、発生数も非常 に少なくなっ てきていると いうことで、 2017年、201 8年において は、定
型BSEは確認されて いないという 状況になっ てきておりま す。そ ういう意味で は、世 界全体
を見ましても、生体 牛のリスクと いうのはか なり大幅に低 下しているだ ろうというこ とで、
３ページの下に図 がございます 。先ほど私が 申しましたよ うに、生体 牛のリスク、 それか
ら食肉処理に関連 したリスクの ２つのリスク を見てまいっ たわけなの ですけれども 、生体
牛のリスクという ものが相対的 に低くなって きている。評 価において は、むしろ食 肉処理
に関連したリスク というものを 重要視してい くべきではな いかという ようなお話を 前回さ
せていただきました。
一方、国際的な 基準を踏まえ ということで 諮問をいただ いておりま す。その中で 、国際
獣疫事務局（OIE）のコード においても、牛肉 等の貿易に関 しては月齢 の規制閾値が 設けら
れていないという ことでござい ます。こうい うことを踏ま えますと、 今後の評価で は、以
下のような、次の ページにわた りまして①、 ②とございま すが、この 点について検 証して
いけばどうかということでございます。
まず１点、我々 の今回の評価 に当たっての クエスチョン につきまし ては、ここに 書いて
おります。生体牛 のリスクがそ もそも低下し てきている状 況において 、直近11年以 内に生
まれた牛で定型BSE が確認されて いるか否か にかかわらず 、月齢条件を なしとした場 合に、
食肉処理に関連す るリスク管理 措置を適切に 行うことによ って、牛肉 等の摂取に由 来する
定型BSE プリオ ンによ るvCJD の発症 リスク は極 めて低 い水準 に達し てい ると言 えるか どう
かということが、恐らく我々に課されたクエスチョンであろうと思いま す。
そのためには、ま ずは定型BSE 感染牛におけ る異常プリオ ンたん白質 の蓄積部位に 関する
新しい感染実験の 結果、我々が 今まで想定し ていないよう なものが出 てきているか どうか
ということの検証 、それから、v CJDの発生状 況や疫学情報 、こういっ たものをさら に検証
するということが前提として必要であろうかと思います。
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次のページに行 っていただき ます。当然の ことながら、 リスク管理 措置というも のが相
手国でも適切に実 施されている ということを 担保していく 必要がござ います。その ために
は、１ポツ目に書 いております 生体牛のリス クにつきまし ては、侵入 リスク、それ から国
内安定性です 。特に国内 安定性につき ましては 、近年出生 した牛にBSE が発生してい る国が
ございますので、 そういった国 については疫 学調査の結果 を慎重に判 断するという こと。
これにつきましては、前回の中でも意見が出たところだと思っておりま す。
もう一点、食肉 処理に関連し たリスクに係 る措置につい て、SRMの除 去であります とか、
と畜処理の各プロ セスでござい ますけれども 、こういった ものをしっ かり点検する という
こと。こういった ものについて 検証した上で 、リスクを総 合的に判断 していくとい う方針
で考えてはいかがかということでございます。
なお、非定型BSEにつ いては、国内評価 以降の新たな 知見を確認 いたしまして、新 たな評
価をする必要があるかどうかということについての確認をするというこ とでござい ます。
これらの考え方 を踏まえまし て、先ほど事 務局から御紹 介がありま した資料１の 評価項
目を設定させていただいたということでございます。
あと、４ページ、５ページ に「BSE対策の点検 表」ということで、先 ほどのリスク 管理措
置につきまして、 一つずつ点検 をしていくと いうことでご ざいます。 これはこれま でも用
いていたものでご ざいます。た だ、これまで はマル・バツ ということ で評価をして おった
のですけれども、 各項目によっ て重みづけが 若干異なるこ ともありま して、やはり 点検と
いうことで、チェ ックボックス になっている のですけれど も、こうい ったものを用 いまし
て総合的にリスクを評価するということで、少し様式を変えているとこ ろでござい ます。
私のほうからの説明は以上です。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

ただいま筒井先 生から御説明 いただきまし た「評価の考 え方」の案 につきまして 、委員
の先生方から御質 問や御意見が ありましたら 、ぜひいただ きたいと思 います。また 、他の
起草委員の先生方からも補足等がありましたら、あわせて御発言をお願 いします。
先ほども説明を ちょっといた しましたけれ ども、資料３ は参考資料 ５に基づきま して、
前回の専門調査会 の議論のあっ た内容を文章 の形でまとめ たものでご ざいます。何 か先生
方からコメントあるいは質問等はございますか。
よろしいでしょ うか。また後 でもお気づき の点がありま したら、コ メントいただ けたら
と思います。
それでは、資料 １の骨子案に つきまして、 先ほどの「評 価の考え方 」の流れに沿 ったも
のとなっていると 思いますが、こ ちらについ ても記載の流 れはこれでよ ろしいでしょ うか。
特に御意見はございませんでしょうか。
それでは、資料１、骨子案の「Ⅳ．リスク管理措置の点検」に進みた いと思いま す。
まずは「１．国 際的な基準及 び各国の対策 の概要」につ いて、この パートは国別 にリス
ク管理措置の点検 を行う前段と して、国際的 な基準と各国 の主要な対 策の概要を大 枠とし
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て整理したものです。このパートは事務局から説明をお願いします。
○大快係長

説明させていただきます。資料４を御準備ください。

資料４につきま しては、先ほ ど座長からも 御説明があっ たとおり、 資料１の「Ⅳ ．リス
ク管理措置の点検 」とございま すけれども、 ここが先ほど の「Ⅱ．評 価の考え方」 の中で
筒井専門委員から 御説明のあっ た各国のリス ク管理措置の 点検の部分 でございます 。その
うち、資料１の目 次立ての中の ２．と３．が それぞれ「生 体牛のリス ク」、「食肉 処理に
関連したリスク」 に係る措置の 点検となって いるわけです けれども、 その前段の部 分とし
て「１．国際的な基準及び各国の対策の概要」ということで章が立って おります。
資料４が実際の この部分にな ります 。ここでは 、国際的 な基準である OIEコードと 各国に
おける対策のうち、特に重要なものについて、その概要をまとめた形に なっており ます。
資料４の１ペー ジ目の４行目 から御覧くだ さい。国際的 な基準でござ いますOIEコ ードで
は、輸入規制、そ れから飼料規 制等の実施状 況の評価に基 づき、各国 のリスクステ ータス
が認定されること になっており ます。それから、リス クステータス に応じて、SRM除 去等の
食肉処理に関する 貿易条件が規 定されている という旨の記 載がここに されておりま す。そ
れから、OIE及び各国のBSE対策の概要をそれ以下に示してございます。
主な対策といた しまして、各国の 飼料規制、BSEサ ーベイランス 体制、特定危険 部位（SRM）
が挙がっておりま して、こうい ったものにつ いて、各国が とっている 措置の概略が まとま
ってございます。
「（１）飼料規 制」について は、OIEは、リ スクステータ スの評価に おいて、反す う動物
由来の肉骨粉等が 反すう動物に 給餌されてい ないことを、 無視できる リスクの国ま たは管
理されたリスクの 国にステータ ス認定するた めの要件とし ております けれども、日 本を初
め、米国、カナダ、アイルランドは、この基準と同等以上の措置を講じ ております 。
「（２）BSEサー ベイランス体 制」につき ましては、OIE は、リスク ステータスに 応じた
サーベイランスの 実施を求めて おりまして、 日本、米国、 カナダ、ア イルランドは 、この
基準と同等以上の措置を講じております。
「（３）特定危 険部位（SRM） 」について は、OIEは、管 理された国 に対して、３ ページ
の表３に示す範囲 をSRMとそれぞ れ定義して います。一方 、無視できる 国に対しては 、OIE
はSRMの設定は求めていないという状況でございます。
なお、各国 、表３のと おり、それ ぞれSRMの範 囲を設定して おりますけれ ども、日 本に輸
入される牛肉等に ついては、日本 が定めるSRM の範囲を除去 していると いうことが輸 入の条
件となっております。
以上３つの対策 につきまして は、２ページ目、３ペ ージ目に飼料 規制、BSEサーベ イラン
ス体制、SRMという ことで表の形 で、OIEと各 国の対策の概 要を簡単な 形でまとめて ござい
ます。個別の状況 の詳細につき ましては、こ の後の各国の リスク管理 措置の点検の 部分で
触れていくという ことで、重複 の説明となり ますので、表 の中身につ きましての説 明はこ
こでは割愛させていただきます。
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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。

この部分も事実 関係の記載で すので、御不 明な点や文章 の修正など の御意見があ れば先
生方からいただい て、なければ 次に進ませて いただきたい と思います が、委員の先 生方か
ら何かコメントはございますかよろしいでしょうか。
それでは、資料 １の骨子案「 Ⅳ．２．『生 体牛のリスク 』に係る措 置」に進みま す。こ
のパートは「Ⅱ． 評価の考え方 」で筒井専門 委員からも御 説明があり ました生体牛 のリス
クに係る措置に関 する点検を各 国別に行うに 当たり、各国 の措置の詳 細を整理した もので
す。このパートは 、起草委員を 代表しまして 、横山先生か ら説明をお 願いしたいと 思いま
す。よろしくお願いします。
○横山専門委員

それでは、説明させていただきます。

ただいま座長か ら説明がござ いましたとお り、今回の案 としてお示 ししますのは 、資料
１の「Ⅳ．リスク 管理措置の点 検」のうちの 「２．『生体 牛のリスク 』に係る措置 」の部
分です。先ほどの 繰り返しにな りますけれど も、資料３の ２ページ目 の②の１点目 にござ
います侵入リスク 、それから国 内安定性の点 検について、 米国、カナ ダ、アイルラ ンドの
３か国の事実関係 を資料５から ７にまとめて あります。全 体のリスク については、 このう
ち食肉処理に関連 したリスクに 係る措置の点 検も踏まえて 、今後の審 議で判断して いただ
くことになります。
米国、カナダの 措置につきま しては2012年 、アイルラン ドについて は2013年に行 いまし
た、月齢条件を30 か月齢以下と した場合のリ スクに関する 評価の中で 確認をしてご ざいま
す。今回の評価で は、資料５の １枚目を見て いただければ わかります ように、それ 以降の
変更点の部分を黄色塗りで示してございます。
また、30か月齢 の評価の際に 確認を行わな かった３か国 のレンダリ ング工場、飼 料工場
等の交差汚染防止対策等は、国内評価と同様に点検を行いました。
まず、米国につ いて説明をい たしますけれ ども、初めに 事務局のほ うから詳細な 説明を
お願いしたいと思います。
○大快係長

米国 の生体牛のリ スクに係る措 置につきまし て、詳細を 説明させてい ただき

ます。資料５を御用意ください。
先ほど横山先生 からありまし たとおり、前 回評価、米国 につきまし ては2012年の 評価か
らの変更点を中心に、ポイントのみ御説明をさせていただければと思い ます。
まず、「①侵入 リスク」の「 ａ．生体牛」 というところ を御覧くだ さい。米国は 、1989
年以来、BSE発生国から の生体牛の輸 入を順次禁 止してきてお ります。その後、2005 年から
条件つきでカナダ の牛について は輸入を解禁 しました。そ の後、11行 目からになり ますけ
れども、2013 年12月には 、BSEリ スクステータ スを判断する 際のカテゴ リー区分及び 判断基
準に、OIEの定める基準を適用しております。
続いて、28行目 からが肉骨粉 等の輸入規制 ですけれども 、肉骨粉に ついても、生 体牛と
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同様に、米国はBSE 発生国からの 肉骨粉の輸入 を順次禁止し ましたけれど も、これも同 様に、
2013年12月からは、OIEの基準に 基づいて判断 されたリスク ステータス に応じた条件 のもと
で輸入が認められております。
続きまして、２ ページの11行 目からが「② 国内安定性」 ということ で、いわゆる 飼料規
制についての状況が記載されております。
13行目からです けれども、米 国では、1997 年に哺乳動物 由来たん白 質を反すう動 物に使
用することを禁止 いたしました 。ただし、哺 乳動物由来た ん白質のう ち、ここに記 載のあ
るとおり、一部は 例外としてこ の規制の対象 外となってお りまして、 ここに列挙し てござ
いますけれども、 その中に豚由 来たん白質と 馬由来たん白 質というの がございます 。した
がって、規制の内 容といたしま しては、原則 反すう動物由 来たん白質 を反すう動物 に給与
してはいけないというような内容になっております。
この反すう動物 への給与が禁 止されている ものを、17行 目に記載さ れています「 禁止物
質」という言葉であらわしております。
次に、19行目か らですけれど も、米国は、 1997年の反す う動物由来 たん白質を反 すう動
物に給与してはい けないという 規制に加えま して、2009年 10月から飼 料規制を強化 し、動
物飼料への牛由来 の禁止原料 、これを 略してCMPAFと 呼んでおり ますけれども 、これ を規制
しております。つ まり、牛由来 でありまして も、豚や鶏に 与えてはい けないものを 新たに
規定したということでございます。
内容としては、2 1行目から列 挙されてござ いますけれど も、主にBSE 検査陽性牛の と体、
30か月齢以上の牛 の脳、脊髄などがCMP AFとして指定 されており まして 、牛の部位で あって
も、豚や鶏などの 家畜の餌に使 用することは 全て禁止され ているとい うことになっ ており
ます。
32行目からSRMの 処理及び利用 実態でござ います。米国 では、2004年 １月に現行の SRMを
設定しております。こ の範囲は、日本の 定めるSRMとほ ぼ同様のも のとなってお ります。除
去したSRMを処分す る際は、規則に基 づきまして、レン ダリング処 理、焼却または科 学的な
変性処理 等を 行うこ ととさ れてお りま す。ま た、SRM の利 用につ きまし ては、 前述 の2009
年の飼料 規制 強化以 前はSRM を含む 非可 食部位 の非反 すう動 物用飼 料と しての 利用が 認め
られていましたけ れども 、2009年の飼 料規制強化以 後はCMPAFに 含まれる部位 、具体 的には
30か月齢以上の牛 の脳、脊髄な どになります けれども、こ ういった部 位の飼料への 利用は
牛に限らず、豚や鶏の飼料についても利用が禁止されております。
続きまして、３ ページの５行 目からレンダ リング施設・ 飼料工場等 の交差汚染防 止対策
でございます。米 国では、レン ダリング事業 者、飼料製造 者等が、先 ほどの禁止物 質、こ
れは牛に与えては いけないもの ですけれども 、禁止物質を 含む製品等 を動物用飼料 として
製造等する際には 、原則として 反すう動物に 給与してはい けない旨の 表示や、受け 入れか
ら販売までの記録の保管というものが義務づけられてございます。
また、禁止物質 を含む製品と その他の動物 由来製品を分 離して扱う 場合には、取 り扱い
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設備の分離または適切な清掃手順、こういったものの実施が義務づけら れてござい ます。
続いて、26行目 、レンダリン グ施設・飼料 工場等への監 視体制及び 遵守状況でご ざいま
す。米国では、レ ンダリング施 設及び飼料工 場への監視と して、禁止 原料を取り扱 う事業
者に対し、FDAまたは州 の検査員が年 に一度立入 検査を行い、保管 されている記 録、清掃手
順、従業員への指導等について確認を行っております。
続いて、36行 目からです 。その立入 検査とはまた 別に、FDA は、流通 している反す う動物
用に使用される得 る禁止物質を 含まない飼料 またはその飼 料原料のサ ンプリングを 行いま
して、PCR 、それか ら顕微鏡鑑定 によって飼料 中の反すう動 物由来たん 白質の有無を 調べて
ございます。
続きまして、５ページ「③BSEサーベ イランスの概 要」を御 覧ください 。米国のサ ーベイ
ランスの体制につきましては、2012年に米国を評価した後の変更点はご ざいません 。
14行目から、200 6年に現行の サーベイラン スプログラム が確立され ておりまして 、全月
齢のBSE臨床症状牛 等に加えまし て、30か月齢 以上のダウナ ー牛等の高 リスク牛を対 象にサ
ーベイランスが実施されてございます。
18行目から、米 国のサーベイ ランスの水準 は、OIEの定 めた10万頭に １頭のBSE感 染牛が
検出可能なサーベイランスの水準を満たしております。
サーベイランスの結果につきましては、６ページに表として示してご ざいます。
続いて、７ペー ジ「④BSE発生 状況」を御 覧ください。 これまでに米 国内では５頭 のBSE
検査陽性牛が確認 されており、 うち１頭が定 型BSE、４頭 が非定型BSE となっており ます。
ただし、その後に ございますと おり、１例目 は2003年にワ シントン州 で確認された 乳牛の
定型BSE事例であり ますけれども 、これはカ ナダからの輸 入牛であり、 米国産の牛で のBSE
症例はいずれも非定型BSEとされております。
米国について、詳細な説明は以上でございます。
○横山専門委員

どうもありがとうございました。

繰り返しになり ますが、要点 として総括さ せていただき ますけれど も、まず、ア メリカ
について、輸入規制は2 013年からOIE の基準に沿 って規制を見 直しています。飼 料規制、サ
ーベイランスにつ きましては、2 012年に行っ た評価のとき の確認以降 、大きな変更 点はな
いと考えられます 。今、お話が ありましたよ うに、BSEの 発生状況とし ては、５頭の BSEが
確認されており、 カナダから輸 入された定型 BSEの１例を 除き、アメリ カで確認され たBSE
は全て非定型BSEで あるというこ とが示され ています。ま た、アメリカ はOIEでは、 無視で
きるBSEのリスク国に認定されているというような形で総括できるかと 思います。
措置の点検とし てほかに追加 すべき事項等 がございまし たら、ぜひ 御意見、御指 摘等を
いただければと思います。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。

この部分は非常 にボリューム がありますの で、国ごとに 区切って先 生方の御意見 を伺い
たいと思います。 先ほど事務局 のほう、それ から横山先生 から御説明 いただきまし たけれ
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ども、まずは米国 の対策につい て、先生方の お考えを伺え ればと思い ます。横山先 生が取
りまとめてくださ ったように、 輸入規制はOI Eの基準に沿 った規制に変 更した以外に 特段､
アメリカについて は大きい変更 はないと 。それから 、OIEが 求める水準 以上のサーベ イラン
スを現実には実施 していますし 、自国 産の牛では非 定型BSEのみ が確認されて いる。５頭の
うちの１頭は定型ですけれども、これはカナダからの輸入であるという ことになり ます。
これにつきまして、先生方、特に御質問、御意見はございませんか。
それでは、引き続いて、横山先生から説明をお願いいたします。
○横山専門委員

それでは、引 き続きまして 、カナダのほ うに移りた いと思います 。資料

６となりますけれども、こちらもまずは事務局からお願いできますか。
○大快係長

続け て説明させて いただきます 。資料６を御 用意くださ い。資料６は カナダ

における生体牛のリスクに係る措置の点検の部分でございます。
「①侵入リスク」の「ａ．生体 牛」を御覧く ださい。生体 牛につきま しては、米国 同様、
BSE発生国からの輸入をカナダも順次禁止しております。
９行目から 、2005年12 月からは 、輸出国に ついて、無視できるB SEリスク 、管理され たBSE
リスク及び不明の リスクの３つ のカテゴリー に分類する輸 入規制を導入 しまして、OI Eのカ
テゴリーに基づく運用を行っているということでございます。
続いて、20行目 、肉骨粉等で ございます。 肉骨粉につい ては、1988 年の輸入禁止 措置以
降、カナダではさ まざま規制の 変更が行われ てきておりま すけれども 、35行目、現 行の規
制につきましては 、生体牛同様 、2005年12月 から３つのカ テゴリーに 分類する輸入 規制を
導入しまして、OIEのカ テゴリーに基 づく運用を 行っておりま す。ということで、侵 入リス
クにつきましては 、前回、カナ ダを評価した 2012年から措 置の変更は ないというこ とでご
ざいます。
続いて、２ペー ジ目を御覧く ださい。14行 目の飼料規制 のところで ございます。 飼料規
制につきましては 、1997年から 、こちらも米 国と同様、反 すう動物由 来たん白質の 反すう
動物用飼料への使用を禁止してございます。
20行目から、さらに、200 7年７月から 飼料規制が強 化されまして、SR Mを全ての家 畜種の
飼料等へ使用する ことが禁止さ れましたとい うことで、原 則的には反 すう動物由来 たん白
質を反すう動物に あげないとい う規制ですけ れども 、牛のSRMに 関しては 、あらゆる 動物に
与えてはいけない という規制に なってござい ます。この規 制は今も変 更なく続けら れてお
ります。
続いて、35行目 、SRMの処理及 び利用実態 のところでご ざいます。こ こにSRMの範 囲を記
載してございます けれども、カナダ では、扁桃を除き、日 本や米国とほ ぼ同じSRMを 設定し
ております。扁桃に関し てのみ、日本や米国 では全月齢の 牛の扁桃をSR Mに指定して いる一
方で、カナダ では30か月 齢以上の牛の 扁桃のみがSRM になってい るということ で、扁 桃の部
分だけ少し条件が 異なっており ますけれども 、それ以外は 、日本ある いは米国と同 じよう
な範囲をSRMに指定しているということでございます。
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続いて、３ペー ジ、レンダリ ング施設・飼 料工場等の交 差汚染防止 対策でござい ます。
カナダでは、レン ダリング事業 者及び飼料製 造事業者は、 交差汚染防 止のため、製 造ライ
ン等の分離、禁止 物質を含む製 品への反すう 動物への給与 禁止の表示 、こういった ものが
義務づけられてございます。
13行目からのレ ンダリング施 設・飼料工場 等の監視体制 及び遵守状況 のところは、現在、
厚生労働省に追加 で確認してい る事項がござ いますため、 今回の専門 調査会では未 記載と
させていただいております。
続きまして 、４ページ を御覧くださ い。カ ナダにおけるB SEサーベイ ランスの概要 を示し
てございます。カ ナダについて も、米国同様 、前回の2012 年の評価以 降にサーベイ ランス
体制の大きな変更はございません。
15行目からサー ベイランスの 対象とされて いる動物が記 載されてお りまして、サ ーベイ
ランスの対象とさ れている動物 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 状牛となって おります。な お、OIEの定 めた10万頭に １頭のBSE感 染牛の
検出可能なサーベイランスの水準をカナダについても満たしております 。
サーベイランスの結果につきましては、次の５ページの表で示してご ざいます。
続きまして、６ページ「 ④BSE発生状 況」を御覧 ください。カナダでは 、カナダ産牛 のBSE
陽性牛として合計1 9頭のBSEが確 認されてお りまして、そ のうち２頭は 非定型BSEと いうこ
とになってございます。
13行目、カナダ において飼料 規制が強化さ れた2007年以 降に生まれ た牛では、200 9年３
月生まれの定型BSE症例１頭が確認されております。
７ページの図を 御覧いただけ ればと思いま すけれども、 こちらの図 はカナダの出 生年別
のBSE陽性牛の頭数 を示したもの でございま す。2009年のと ころに＃19 として示して おりま
す１頭の、こ れは黒です ので定型BSEが いるというこ とがわかり ます。カナダにつき まして
は、この１頭の存在 でOIEの無視 できるリスク 国の認定条件 を満たさな いことになっ ている
という整理でございます。
６ページにお戻 りください。1 7行目からで ございます。 カナダにつ きましては、 この１
例に関する疫学調 査の結果が厚 生労働省を通 じて回答され ております 。18行目以下 は、そ
の疫学調査の結果 をまとめたも のでございま す。この疫学 調査につき ましては、少 し詳細
を御説明させていただければと思っております。
カナダ食品検査 庁（CFIA）は、2015年に確 認された、2009 年３月生まれ の定型BSE陽 性牛、
これを＃19と呼ん でおりますけ れども、この ＃19について 疫学調査を実 施しておりま して、
疫学調査では、BSE プリオンに対 する農場内で の暴露及び流 通している 飼料を介した 暴露の
２つが暴露経路として検討されてございます。
次の22行目のパ ラグラフでは 、農場内での 暴露につきま しては、＃1 9は、2004年 ３月に
生まれ、2010年２ 月に定型BSEと 診断された 症例、これを ＃17と呼んで おりますけれ ども、
この＃17と同じ農 場において、＃ 17が定型BSE と診断される 前に＃19は 生まれた牛で ござい
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まして、＃17への 感染に関与し たと見られる 汚染飼料のご く一部が、 この出生農場 に残留
していた可能性があるというふうにCFIAはしております。
次の段落に行っ ていただきま して、流通し ている飼料を 介した暴露 につきまして は、当
該農場で購入して いた飼料の製 造事業者につ いてCFIAが調 査を行いまし た。当該農場 では、
2008年３月から201 0年３月まで の間に９つの 事業者から飼 料を購入し ており、その うち、
４つの事業者では 動物由来副産 物を取り扱っ ておらず、３ つの事業者 では、禁止物 質以外
の動物由来副産物 を取り扱って いましたけれ ども、この農 場が購入し ていた飼料は いずれ
もミネラルサプリ メントであり 、動物由来副 産物を含むも のはありま せんでした。 それか
ら、１つの事業者 は、禁止物質 以外の動物由 来副産物を取 り扱ってお り、当該事業 者から
この農場は当時代 用乳を購入し ておりました けれども、こ の事業者か らこの飼料が 購入さ
れたのは＃19が11 か月齢の時点 であり、代用 乳であるこの 飼料は＃19 には給与され ていま
せんでした。９つ のうち残る１ つの事業者は 、禁止物質を 取り扱って いましたが、 反すう
動物用飼料への交 差汚染防止対 策が講じられ ており、2008 年から2010 年までの間の 違反事
例は、禁止物質を含む飼料へのロットナンバーのつけ忘れのみでござい ました。
また、先ほどの ９つのうち５ つは動物由来 副産物を扱っ ております けれども、こ れらの
５つの飼料製造事 業者がその原 料調達先とし ている11のレ ンダリング 施設について 、CFIA
が2008年から2010 年の間に行っ た立入検査の 記録では、こ れらのレン ダリング施設 で交差
汚染があったということは示されませんでした。
７ページの６行 目ですけれど も、CFIAは、 これらのこと を踏まえま して、同じ農 場で昔
発生したBSEである ＃17への感染 に関与して いたと見られ る汚染飼料の ごく一部の残 留が、
定型BSEの＃19への感染に関する最も蓋然性のある原因であると考察し てございます 。
カナダについての説明は以上でございます。
○横山専門委員

どうもありがとうございました。

再び要点を総括させていただきたいと思います。
カナダについて 、まず、措置 等ですけれど も、これは前 回評価した2 012年のとき と大き
な変更点はございません。
続きまして、BSEの発生状 況ですけれど も、2015年 に、今 、お話があ りましたとお り定型
BSEが１頭確認され ています。こ の症例のた めにOIEが定め る無視でき るリスクの国 の条件
を満たしていないということになります。
評価の考え方で 、近年 の定型BSE症例 について 、疫学調査 の結果を踏 まえて判断す るとし
たことから、カナダ から提出され た本症例の 疫学調査の結 果について検 討をいたしま した。
今、説明があり ましたとおり 、疫学調査で は、農場内で の暴露の可 能性と、流通 してい
る飼料を介した暴 露の２つの可 能性について 検討されてい ます。当時 この農場が購 入して
いた飼料の製造事 業者等への立 入検査の記録 からは、製造 業者におけ る交差汚染の 証拠は
得られておりませ ん。最 も蓋然性のあ る原因として 、この 農場では以前 にも定型BSE が発生
していたことから 、過去の汚染 飼料のごく一 部の残留に起 因したとい うことが考察 されて
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います。
カナダについては、以上のように要約できるかと思います。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

カナダの場合に は、飼料規制 を実施した後 に生まれた１ 頭をどのよ うに考えるか という
のがなかなか難し い議論になる かと思うので すが、先生方 のお考えを伺 いたいと思い ます。
この農場内に、 例えば病原性 のプリオンが 残っていると して、それ は実際に結構 長い間
病原性を持ったまま維持されるものなのでしょうか。
○大快係長

事務 局で把握して いる範囲の知 見でございま すけれども、BSEプリオン であり

ますと、少なくと も６年くらい は感染性を保 ったまま残り 得るという 知見があると 承知し
ております。
また、同じプリ オンというこ とで、スクレ イピープリオ ンなどを見 ますと、アイ スラン
ドのチームにおけ る知見で、最 大16年くらい 感染性を保ち 続けたまま の環境で存在 したと
いうことを示唆するような文献もあると承知しております。
以上でございます。
○眞鍋座長

ありがとうございます。

そうしますと、 カナダの当局 が実施した疫 学調査は、多 分、国内の 飼料チェーン 全体、
国内で流通してい る飼料規制に 何か破綻があ るとかそうい うことでは なくて、農場 の中に
残留していた伝染 性のあるプリ オンが何らか の形で実際に 新しく生ま れた子牛に給 与され
てしまい、その結 果、発症した という考え方 だと思います 。１例の発 生ということ なので
すけれども、カナ ダ国内の飼料 チェーン全体 の飼料規制の 実効性に問 題があるとい うふう
には考えられないということでいいのでしょうか。先生方、いかがでし ょうか。
○筒井専門委員

先ほど考え方 の中で整理さ せていただき ましたけれ ども、やはり 今、座

長からお話があっ たように、こ れをもってカ ナダの飼料規 制が破堤し ているかどう かとい
う点が恐らく議論になるところだろうと思います。
私が考えますに 、これは私の 意見ですけれ ども、まず、 カナダの調 査において流 通飼料
上何かそういった 問題があった ということが 見つからなか ったこと。 それから、そ の後、
カナダにおいてBSE の発生は確認 されていな い。また、カ ナダ全体でこ れまで19頭で すね。
その中で同じ農場 でもう一頭見 つかってきて いるというこ とからする と、一定程度 、カナ
ダの説明にも納得 できるところ もあるのでは ないかと感じ ています。そ ういった意味 では、
この１頭をもって 、すなわちカ ナダの飼料規 制が破堤して いるとは、 なかなか言え ないの
ではないかと思っております。
ただ、やはり今 後の発生状況 というものは 、少し注意し て見ていく 必要があるだ ろうと
私は考えております。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

他の起草委員の先生方からも何か御意見はございますか。よろしいで しょうか。
それでは、引き続きまして、横山先生、よろしくお願いします。
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○横山専門委員

それでは、３ か国目となり ますけれども 、資料７、 アイルランド です。

こちらについても引き続き、まずは事務局のほうから説明をお願いしま す。
○大快係長

資料 ７を御覧くだ さい。資料７ は、アイルラ ンドの生体 牛のリスクに 係る措

置でございます。
「①侵入リスク 」について、 こちらは前回 評価して以降 、輸入規制 については措 置の変
更はございません 。「ａ．生体 牛リスク」で すけれども、 EU域内につ いては、1980 年代か
ら90年代 にか けてBSE が多数 発生し た英 国及び ポルト ガルか らEU域 内へ の輸出 が禁止 され
てございます。そ の後、2004年 、2006年には 、それぞれポ ルトガル、 英国からの輸 出禁止
措置も一定条件のもとで解除されてございます。
11行目からです けれども 、EU域外の 牛については 、輸出 国のBSEステ ータス分類に 応じた
輸入条件が適用されております。
「ｂ．肉骨粉等 」でございま す。これにつ いても、1990 年代に英国 、ポルトガル からの
輸出が禁止されま したが、2001 年には家畜飼 料用の肉骨粉 を含む加工 動物性たん白 質の輸
入が禁止されております。
30行目からが飼 料規制でござ います。アイ ルランドでは 、1990年代 に順次飼料規 制が強
化されてきました けれども、35行目、200 1年１月から は､動物由来 たん白質につ いて、全て
の家畜への飼料が 完全に禁止さ れてございま す。これはEU 規則に基づ くものでして 、この
規制は現在も継続 されていると いうことで、 EU規則に基づ きまして、 あらゆる動物 のたん
白質をあらゆる動物に与えてはいけないというような原則になってござ います。
続いて、２ページを 御覧ください。５ 行目からSRMの 処理及び利 用実態でござ います。ア
イルランドでは、1 2か月齢超の 頭蓋及び脊髄 、30か月齢超 の脊柱、全 月齢の扁桃並 びに小
腸の後部４メート ル、盲腸及び腸間 膜、こういったも のをSRMとし て定め、食品とし ての利
用を禁止してござ います 。除去したSRM は、規 定の条件でレ ンダリング 処理された後 に焼却
処分されることになってございます。
19行目からは、 レンダリング 施設・飼料工 場等の交差汚 染防止対策 でございます 。レン
ダリング施設では 、EU規則に基 づき、動物性 副産物をリス ク別にカテ ゴリー１から ３の３
つに分け、専 用の処理ラ インで処理さ れることにな っております 。SRM はカテゴリー １とし
て処理、それから 、リスクが低 い動物性副産 物はカテゴリ ー３として レンダリング 処理さ
れることになっています。
飼料については 、前述のとお り、動物由来 たん白質の全 ての家畜へ の給与が禁止 されて
おります。
30行目からです けれども、反 すう動物用飼 料を製造する 建物内にお いて動物性た ん白質
を製造することは 、交差汚染防 止の観点から 法律で禁止さ れていると いうことでご ざいま
す。
34行目のレンダ リング施設・ 飼料工場の監 視体制、遵守 状況につい ては、カナダ 同様、
厚生労働省に対し て確認中の事 項があるため 、ここは未記 載とさせてい ただいており ます。
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続きまして、３ページ「③BSEサーベ イランスの概 要」でご ざいます 。サーベイラ ンスの
体制については、こちらも2013年に評価を行って以降、変更はございま せん。
アイルランドは 、EU規則に基 づきまして、 これまで対象 動物が段階 的に見直され てきま
したけれども、15 行目、2013年 ３月から健康 と畜牛の検査 を廃止して 、死亡牛や緊 急と畜
牛といったリスク牛のサーベイランスに切りかわっております。
サーベイランスの実績は、４ページに表の形で示されてございます。
５ページを御覧 ください。こちら に「④BSE発生状 況」がございます。アイルランド では、
これまで1,661頭の BSE検査陽性 牛が確認され ております。このうち５頭 が非定型BSE とされ
ております。
12行目からのと ころですけれ ども、アイル ランドでは、完 全な飼料規 制が実施され た2001
年１月以 降に 生まれ た定型BS E陽性 牛は 合計で1 2頭と なって ござい ます 。この うち11 頭は
2004年４月までに 生まれた牛で ございますけ れども、それ から時間が あきまして、2 010年
１月生まれの牛で 定型BSEが１頭 確認されて おり、これがア イルランド で最も遅く生 まれた
定型BSE陽性牛となってございます。
６ページの図を 御覧ください 。アイルラン ドにつきまし ても、カナ ダ同様、図を つけて
ございます。アイル ランドの出生 年別のBSE検 査陽性牛の頭 数をここで 示しておりま すけれ
ども、2010年 生まれの牛 で定型BSEが１ 頭発生してい ることがわ かるかと思い ます。アイル
ランドでは、カナダ同 様、この牛の存在 により、OIEが定め る無視でき るリスクの国 の認定
の条件を満たせていないという状況でございます。
５ページにお戻 りいただきま して、この牛 につきまして も、厚生労 働省を通じて アイル
ランドからカナダ 同様、疫学調 査の情報が提 供されてござ います。20 行目から、ア イルラ
ンド農業漁業食糧 省（DAFM）は 、2015年に確 認された2010 年１月生ま れの定型BSE陽 性牛、
以下「当該牛」と いいますけれ ども、この牛 について感染 源の調査等 を目的とした 疫学調
査を実施しております。
DAFMは、DAFMが定 めるプロトコ ルに従い、当 該牛が生まれ た農場にお いて2009年か ら2011
年までに生まれた 牛をコホート とみなし、こ れらの牛につ いて調査を 行いました。 コホー
トとして特定され た牛は63頭お りまして 、この63頭 の牛はと畜さ れた後 、BSE検査に 供され
ました。その結果、全て陰性でございました。
29行目からです けれども、飼 料については 、当該牛が生 まれた農場 では2009年か ら2010
年までの間に５つ の飼料事業者 から飼料を購 入しておりま した。これ らの飼料事業 者に対
して、この２年間 に行った検査 の結果からは 、動物由来の 成分は確認 されませんで した。
また、当該牛には 代用乳は給与 されていませ んでした。な お、当該農 場では、2002 年７月
にも定型BSE陽性牛 が確認されて いますが、発生 確認後、同居牛は 全て処分され、飼 料の保
険場所及び牛舎の 清掃がなされ ました。これ をDAFMが確認 した後、200 2年９月に再 び牛が
導入されました。
DAFMは、BS Eプリオンへ の感染源の調 査は、暴露から当該 牛までの確 認までの時間 的隔た
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りから、結論を出 すのは困難で あるとした上 で、飼料への 交差汚染が 感染源である 可能性
はかなり小さいと しております 。一方、これ もカナダと似 てございま すけれども、 古い飼
料の粒子の残留に 偶発的に暴露 された可能性 、それから環 境から暴露 があった可能 性、こ
ういったものは完全に否定できないというような結論としてございます 。
アイルランドの措置について、説明は以上でございます。
○横山専門委員

どうもありがとうございました。

アイルランドに つきましても 、措置につい ては前回の評 価のときか ら大きな変更 はござ
いません。BSEの発生状 況ですけれど も、カナダと同様 に、前回の評価 以降である201 5年に
定型BSEが１頭確認 されています 。カナダ同 様、この症例 のため、OIE が定める無視 できる
リスクの条件を満たしていないということになります。
今、お話しいた だいたように 、アイルラン ドについても 提出された 疫学調査の結 果をお
示ししました。ア イルランドに おける疫学調 査でも、カナ ダと同様に 、当時この農 場が購
入していた５か所 の飼料製造事 業者への立入 調査の結果、 製造事業所 における交差 汚染の
証拠は得られなか ったとありま す。また、こ の農場で同じ 飼料を食べ た可能性のあ るコホ
ート牛の検査の結果は、いずれもBSE検査陰性ということです。
このことから 、BSEプリ オンへの感染 源の調査は 、暴露か ら当該牛の 確認までの時 間的隔
たりから困難であ るとした上で 、飼料の交差 汚染が感染源 である可能 性はかなり小 さいと
いうような考察がなされています。
以上が要点になるかと思います。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。

このアイルラン ドの対策につ いて、委員の 先生方から御 質問とか御 意見はござい ますで
しょうか。
重複することに なりますけれ ども、アイル ランドの当局 の疫学調査 によれば、飼 料への
交差汚染が感染源 である可能性 はかなり小さ いだろうとさ れています 。これはカナ ダも同
様ですが、この一 例、この症例 がアイルラン ド国内に流通 している飼 料の汚染を示 唆する
ものであるのか、 あるいはこれ は実は以前に 2002年にも発 症していま すけれども、 この農
場の個別の問題に 起因するもの であるのかと いうことが、 御議論いた だく一つの焦 点かと
思います。アイル ランドの症例 につきまして も、疫学調査 の結果を踏 まえまして、 症例の
発症をもってアイ ルランド国内 の飼料チェー ン全体の飼料 規制の実効 性に問題があ ると判
断するのか、ある いはその必要 はないのかと いうことを、 先生方に御 議論いただけ ればと
思います。起草委員の先生も含めまして、いかがでしょうか。
筒井先生、何かございます。
○筒井専門委員

この症例につ いては、カナ ダとは若干違 っているの が、発生農場 ではあ

ったということな のですが、９ 年間のブラン クがあったと いうこと。 要は、これを もって
先ほど申しました 飼料規制の破 堤ということ を考えるかど うかという ことについて 、まさ
に御議論をいただ きたいところ なのですけれ ども、私自身 としては、 そうはいいな がら、
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やはり調査におい て飼料からの 暴露が疑われ ていないとい うこと。そ れから、ほか に発生
がないということ からすると、 カナダとは若 干違いますけ れども、こ れをもって破 堤と直
ちに結論づけると いうことは、 なかなかそこ までは言えな いのかなと いう気がして いると
ころです。皆さんの御議論をよろしくお願いします。
○眞鍋座長

はい。

○門平専門委員

1 0年ぐらいプ リオン委員会 の委員をやっ ているので 、この類似の 議論を

随分やった時期が あったと思い ます。論文で もドイツの事 例とか、も ちろんアイル ランド
に関しても、30か 月に上げると きにたしか同 じような、飼 料規制がう まく動いてい ないの
ではないかという ような議論を したのです。 その当時の論 文によると 、小規模な農 家で、
豚や鶏も一緒に飼 っているよう な農家。ヨー ロッパはそう いう形態の 農家も多いの で、そ
ういうところです と、何か餌が ほかの動物の 餌とまざって 長い間納屋 にあったとか 、その
ような事実が見つ かったところ もありますの で、多分、こ のアイルラ ンドの例はど うなの
でしょうか。規模 が大きいのか 、農場の状態 がわかりませ んけれども 、そういうタ イプの
ものである可能性。
先ほど委員会の ほうからも説 明がありまし たけれども、 ６年ほどプ リオンが生き 延びる
ということもあり ますので、私 も筒井先生と 同じような意 見を持って います。なか なかま
だよくわからない 部分ももちろ んありますプ リオン病です ので、飼料 規制がきちん と動い
ているかどうかの サーベイラン スさえきちん と行われてい るであれば 、特に大きな 問題で
はないのかなと個人的には考えております。
○眞鍋座長

ありがとうございます。

ほかの先生方はいかがでしょうか。
アイルランドも カナダも、少 なくともちゃ んと検出され て、それを 人間が食べて 、人間
の健康を脅かすと いう可能性は 非常に低いと 考えられると 思うのです けれども、今 後もそ
ういった検査体制が維持されれば、大きい問題はないのかもしれません 。
よろしいでしょ うか。そうし たら、また後 ほど御意見が ありました ら、事務局の ほうに
も連絡をいただくということで。
はい。
○大快係長

１点 、先ほど門平 専門委員から 御指摘のあっ た件につい て補足なので すけれ

ども、当該アイル ランドの農場 につきまして は、近隣農場 の状況など はわかりませ んけれ
ども、この農場は 、牛とめん羊 を飼っていて 、それから耕 地というの ですか、畑み たいな
ものも一緒にやっ ているような 農場だったと いうことで疫 学調査には 記載がござい ます。
豚や鶏を飼育していたということは記載されていないという状況でござ います。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

よろしいでしょうか。
それでは、本日の審議を取りまとめさせていただきたいと思います。
まず、今回、資 料として準備 いたしました 「Ⅰ．背景」 の案、「Ⅱ ．評価の考え 方」、
19

Ⅳ．の「『生体牛 のリスク』に 係る措置」に ついては、原 案のとおり でよろしいで しょう
か。
それでは、次回 以降で、今回 の資料で一部 書けていた部 分がありま すし、それか ら、目
次のⅢ．あるいは Ⅳ．３．とい った、今回ま だ審議してい ないパート がございます ので、
これは次回以降、審議をしていきたいと思います。
起草委員の先生 方は、お忙し いと思います けれども、引 き続きどう ぞよろしくお 願いい
たします。
事務局から何か御連絡はございますでしょうか。
○今西課長補佐
○眞鍋座長

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たいと思います。

次回につきまし ては、日程調 整の上でお知 らせしますの で、何とぞ よろしくお願 いいた
します。どうもありがとうございました。
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