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大会議室
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（１）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
（２）その他

４．出席者
（専門委員）
眞鍋座長、門平専門委員、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、
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、山本委員
（事務局）
川島事務局長、中山評価第一課長、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

評価書（案）枠組み

資料２

「Ⅲ．SRM除去等の食肉処理に関連した人のプリオン病のリスク（案 ）」

資料３

「別添．非定型BSEに係る知見（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

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

食品健康影響評価の骨子
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６．議事内容
○眞鍋座長

それ では、ただいまか ら第112回「プリオ ン専門調査 会」を開催させて いただ

きます。
きょうは12名の 専門委員の先 生方に御出席 いただいてい ます。欠席 の専門委員は 、今村
先生、斉藤先生の２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、山本委員に御出席いただ 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112 回プリ
オン専門調査会議事次第を御覧いただきたいと思います。
それでは、議事に入ります前に、事務局より本日の資料の確認をお願 いします。
○今西課長補佐

資料の確認の 前に、事務局 に異動があり ましたので 報告させてい ただき

ます。
７月31日付で評価第一課長の吉田の後任として中山が着任しておりま す。
○中山評価第一課長

中山です。どうぞよろしくお願いいたします。

○今西課長補佐
それでは、本日の資料を確認させていただきます。
議事次第の４に 配布資料と書 いております が、本日の資 料は、議事 次第とその後 ろに専
門委員の名簿 、それから 座席表になっ ております 。資料に つきましては 、資料 １、資 料２、
資料３、それ から参考資 料が５つにな ります 。参考資料１ 、参考 資料２ 、横の参考資 料３、
参考資料４、参考 資料５となっ ております。 あとは、机上 配付資料を 一つ置いてお ります
ので、御確認いただければと思います。
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 、卓上のファ イル、タブレ ットのほう に用意してお 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 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。
以上になります。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

皆さん、お手元の資料は整っていますでしょうか。
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
関する事項について、報告をお願いいたします。
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○今西課長補佐

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1 0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

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。

ありがとうございます。
それでは、本日 の審議に入る 前に、これま での専門調査 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。
現在、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 、第110回 プリオン専門 調査会におい て、起 草委員の先 生方に作成し ていた
だいた評価の考え 方の案につい て合意が得ら れ、以後、各 国の状況に ついて点検作 業を進
めることとなりました。
前回、７月 20日に開催 しました第111 回プリオン専 門調査会か らは、実際の評価書 の作成
にかかわる審議に入っております。
最後の１ページ 、１枚物です が、参考資料 ５に示してあ ります「Ⅰ ．背景」「Ⅱ ．評価
の考え方」「Ⅳ． リスク管理措 置の点検」の 「１．国際的 な基準及び 各国の対策の 概要」
「２．『生体牛のリスク』に係る措置」について審議をいたしました。
本日の審議は 、前回の続き ということで 、主に「Ⅲ．SRM 除去等の食 肉処理に関連 した人
のプリオン病のリスク」のパートに関して、先生方に御審議いただくこ ととなりま す。
それでは、議事（１）の審議に移らせていただきます。
先ほど申し上げ ましたように 、本件につい て、前回の専 門調査会か ら実際の評価 書作成
にかかわる審議に 入っておりま す。一部のパ ートについて 、前回の専 門調査会で御 審議い
ただいたところです。
資料１は、これ までの専門調 査会で審議が 大方済んだパ ートについ て、評価書の 形式で
まとめていただい たものとなっ ています。資 料１について 、事務局か ら説明をお願 いしま
す。
○大快係長

御説 明させていた だきます。資 料１を御用意 ください。 あわせて参考 資料５

も御用意いただければと思います。
先ほど座長から 御説明があっ たとおり、資 料１は前回ま での専門調 査会で先生方 に御審
議いただきました パート、具体 的に申し上げ ますと参考資 料５のⅠ、 Ⅱ、Ⅳの１、 Ⅳの２
までの部分を資料１として評価書の体裁でまとめてございます。
資料１の15ペー ジを御覧いた だければと思 います。こち らには、今 回、個別の資 料とし
て用意しておりま す資料２の内 容が入るイメ ージとなって おりまして 、今回の資料 ２に関
する審議を踏まえた内容が、次回以降こちらにはまることになります。
続いて、49ペー ジを御覧くだ さい。一番後 ろのページで すけれども 、こちらも同 様に資
料３として別途示 している部分 について、今 回、資料３に ついて審議 が終わった後 に、こ
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こにはまるというイメージでございます。
続きまして、資 料１の内容に 関しまして、 資料１は前回 の専門調査 会の中で審議 が大方
済んでいる部分で はございます けれども、前 回の専門調査 会の時点で 、各国政府に 対して
厚生労働省を通じ て確認中であ ったために記 載ができてい なかった部 分が一部ござ いまし
た。今般、厚生労 働省から回答 が得られたこ とから、追記 した部分が ございますの で、そ
の部分を中心に御説明させていただければと思っております。
23ページに示さ れてございま す表が、前回 の専門調査会 から追記の あった部分で ござい
ます。
21ページから記 載がございま す米国におけ る「ｄ．レン ダリング施 設・飼料工場 等の監
視体制及び遵守状 況」に関係し まして、立入 検査がなされ たレンダリ ング施設及び 飼料工
場の数とそのうちの不適合事例、PM等混入事例の数を23ページの表で示 してござい ます。
21ページを御覧 いただければ と思います。 28行目から、 ここは前回 の専門調査会 で一度
御審議いただいて いる部分でご ざいますが、 23ページの表 を追記した 関係で、もう 一度簡
単に御説明させていただきます。
米国では、レン ダリング施設 ・飼料工場に 対して、年に 一度の立入 検査が実施さ れてお
ります。また、200 9年から2016 年の８年間で ７件の不適合 事例が確認 されておりま して、
35行目から36行目 に記載してお りますけれど も、う ち１件はCMPA F、こ れは餌に用い てはな
らない牛の脳脊髄 等の部位です けれども、そ の分離の瑕疵 であったと いうことが回 答され
てございます。こ の事業者は製 品を回収いた しまして、そ の後改善措 置がなされた という
ことでございます。
この１件を含む ７件の不適合 事例の年別の 内訳について は、23ペー ジの表で示し ている
ところでございます。
続いて、26ページ を御覧いただ ければと思 います。各国の BSEの発生状 況につきまし ては、
前回のプリオン専 門調査会でも 御審議いただ いたところで すけれども 、８月末に米 国で非
定型BSEが１頭発生 したとの情報 がありまし た。これを受 けまして、厚 生労働省を通 じて、
米国に対し、当該 牛の情報を追 加で求めては どうかとの御 提案が起草 委員の先生方 からあ
りまして、得られ た回答に基づ いて、米国の 発生状況につ いてこちら の評価書の原 案のほ
うも情報を更新してございます。更新して追記した部分は、黄色塗りに しておりま す。
また、机上配付資料 といたしまし て、先生方のお手 元に、OIEのウエ ブサイトに報 告され
ている当該牛の情報もあわせて御用意してございます。
厚生労働省を通 じて米国から 得られた回答 及びOIEに報 告されている 情報によりま すと、
当該牛については 、フロ リダ州で確認 された肉用牛 で、非 定型BSEのＨ 型であったこ とがわ
かってございます。
また、月齢につ いては約６歳 とされており まして、逆算 しますと、 生まれ年は201 2年ご
ろと考えられますので、26ページの下の表の2012年のところに１頭加え てございま す。
続いて、29ペー ジを御覧くだ さい。こちら はカナダのパ ートになり ます。カナダ のレン
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ダリング施設・飼 料工場等の監 視体制及び遵 守状況の部分 でございま して、黄色塗 りの部
分全体が追記されております。
カナダでは、レ ンダリング施 設に対する監 視はSRM及び 禁止原料の取 扱い状況に応 じて、
施設を５つのリス クカテゴリー に分類し、リ スクに応じて 少なくとも 年に１回から ４回の
立入検査が実施されております。
また、飼料工場 に対する監視 は、禁止物質 の取扱い及び 反すう動物 用飼料の製造 に基づ
くTSEリスク並びに 医薬品のリス クに応じて 、４つの リスクカテ ゴリーに分類 し、リ スクに
応じて少なくとも年に１回から４回の立入検査が実施されております。
立入検査に当た っては、記録 の保管、表示 及び設備の分 離等の実施 状況が確認項 目とさ
れております。
2009年から2016 年の８年間の 立入検査の結 果が次の30ペ ージに表と して示されて ござい
まして、レンダリ ング施設では 合計72件、飼 料工場では57 件の不適合 事例が確認さ れてお
ります。
このうち、PM等 混入事例とい うことで、禁 止物質等が混 入した事例 として、反す う動物
用飼料への禁止物 質の混入事例 が１例、飼料 工場の2015年 のところで 確認されてご ざいま
す。
この事業者は改 善措置を講じ まして、リス ク管理機関で ございますC FIAがそれを 確認し
ております。
資料１につきま して、前回の 専門調査会の 審議から追記 があった部 分は以上でご ざいま
す。
説明は以上となります。
○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

今、御説明のあ った内容につ きまして、委 員の先生方か ら御質問あ るいは御意見 はござ
いますでしょうか。
御説明いただき ましたように 、８月末にア メリカで非定 型のBSEが発 生しておりま すが、
これを孤発性と整 理していいも のかどうかと いうことにつ いても、御 審議をいただ けたら
と思いますが。
どうぞ。
○水澤専門委員

2 3ページの米 国の数と比べ ると、カナダ のほうが一 桁くらいどち らも多

いと思いますが、 ほかの国々と 比べたときに どうなのでし ょうか。カ ナダも、シカ の問題
もありますし心配な点もあるとは思うのですけれども。
○大快係長

カナダの不適合事例の件数が多いということでよろしいでしょうか。

不適合事例の件 数につきまし ては、国よっ て異なってお ります。こ れには、各国 、飼料
の検査は実施して おりますけれ ども、何を不 適合と認定す るかは各国 で基準が異な ってい
るといった事情も ございます。 こういった事 情があります ので、表の 一番右側の列 に、不
適合事例のうち、 反すう動物の 飼料の中に反 すう動物由来 たん白質が 混入したこと が実際
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に確認されたなど の、いわゆる クリティカル な違反と考え られるもの を抽出して記 載され
ております。
違反の内容とい たしましては 、各国とも、 書類の不備な どのといっ たいわゆる軽 微な違
反が大多数を占め てございまし て、そこの基 準の決めの問 題で不適合 事例数に差が 生じて
いるといった部分がございます。
○水澤専門委員

わかりました。

最後の列のPM等混入事例の数を見ればいいということですね。
○大快係長

そのように理解しております。

○水澤専門委員
○眞鍋座長

ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

ほかの先生方は何かございますか。
横山先生、米国の非 定型BSEは、今得ら れている情報 からは、孤発性 と考えてよろ しいの
でしょうか。
○横山専門委員

情報が限られ ている部分も ありますので 、引き続き 、類似の発生 がない

ことなどを注視していく必要はあると思います。
それと、これまで アメリカのＨ 型BSEは牛の プリオンたん ぱく遺伝子 に自発性のミ ューテ
ーションが入るよ うな、人で認 められるのと 類似の変異が 知られてい ましたので、 今後の
情報に引き続き注視していくことが必要だと思います。
○眞鍋座長

ありがとうございます。

しばらくフォローは必要という理解でよろしいでしょうか。
ほかにございませんか。
どうぞ。
○水澤専門委員

今の横山先生のお話に関することでいいでしょうか。

非定型は、人でいうと 孤発性のCJDに 当たるかなと 思っていた のですけれど も、遺 伝性の
ものが含まれているということでよいでしょうか。
○横山専門委員

アメリカのＨ タイプは、そ の可能性が含 まれている ケースが過去 に報告

されています。
○水澤専門委員

それはアメリ カだけでとい うか、頻度的 にどのよう な感じなので しょう

か。
○横山専門委員

アメリカはＨタイプ２例が、211番に変異がありました。

そのほか、ヨーロッ パ、日本も含めて 非定型BSEはＬ もＨも特に、遺 伝子の変異は 認めら
れていません。それらは遺伝型ではない孤発性の可能性が高いと考えら れています 。
○水澤専門委員

そうすると、人 でいうとコ ドン200番の変 異に対応す るということ でよい

でしょうか。
○横山専門委員

はい。

○水澤専門委員

ありがとうございました。
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○眞鍋座長

先生方、ほかにございませんか。よろしいでしょうか。

それでは、次に進ませていただきたいと思います。
続いて、資料２ 「Ⅲ．SRM除去 等の食肉処 理に関連した 人のプリオン 病のリスク（ 案）」
に進ませていただきたいと思います。
このパートは２ つに分かれて おりますので、ま ずは前半の「１．定型 BSE感染牛の 体内に
おけるプリオンの 分布」につい て、起草委員 を代表して、 横山先生か ら御説明いた だきた
いと思います。
横山先生、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。

まず、資料１の10ペー ジを御覧く ださい。
「Ⅱ．評価の考え 方」の中で、21行目か らにな
りますけれども、①「直近1 1年以内に生 まれた牛で定 型BSEが確認 されているか 否か」に関
わらず、「月齢条件 を『条件無し 』とした場 合、SRM除去や と畜前検査 等の食肉処理 に関連
したリスク管理措 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発症の 可能性が極め て低い水準に 達していると 言えるか」 について以下 の知見
を踏まえ検証するということになってございます。
以下の知見を踏 まえというと ころが、まず １つ目は定型B SE感染牛に おける異常プ リオン
たんぱくの分布（ 蓄積部位）に 関する感染実 験等の新たな 知見。もう 一つは、vCJD の発生
状況、疫学情報等となっています。
私は、前半部分の分布等に関することについて説明をさせていただき たいと思い ます。
資料２に移りま すけれども、SR M除去等の食 肉処理に関連 した人のプ リオン病のリ スクと
いうことで、定型B SE感染牛の体 内における プリオンの分 布、（１）と しまして、こ れまで
の食品安全委員会 における過去 の評価につい てまとめまし た。これは2 012年10月時 点の取
りまとめとなります。
その概要ですけ れども 、まず①とし まして 、定型BSEプリ オンの経口 投与量と潜伏 期間及
び発症率の関係で す。経口 感染実験の結 果では、投与量が少な くなるにつれ て、潜伏 期間、
臨床症状が認めら れるまでの期 間が長くなる 。また、両者 は逆相関の 関係があると いうこ
とにまとめられるかと思います。
具体的 には 、最短 の潜伏 期間で すけれ ども 、100ｇ の脳を 投与し た場 合には3 1か月 、10
ｇの脳を投与した 場合には41か 月、１ｇでは45か 月、0.1ｇでは53 か月、これより少 ない投
与量では発症率が著しく低くなるという結果が示されています。
②としまして、定 型BSEプリオ ンの経口投与 量と中枢神経 系で異常プ リオンたんぱ く質が
検出されるように なる時期の関 係です。こち らも経口感染 実験のまと めとなります が、中
枢神経系で異常プ リオンたんぱ く質が検出さ れる時期です けれども、10 0ｇ投与した 場合に
は24か月以降、５ ｇ投与では34 か月以降、１ ｇ投与では44 か月以降と いうことで、 こちら
のほうも異常プリ オンたんぱく 質が検出され る時期は投与 量の減少に 伴って遅くな ってい
ます。
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それから100ｇ、大量 に投与した場 合には、延髄閂部 で感染性が 認められる前 に、胸部脊
髄等で感染性が認 められた例も 報告されてい ます。こちら の例では、 異常プリオン たんぱ
く質は免疫染色で は検出されて おらず、その 量は極めて少 なかったと 判断されます 。日本
での実験例でも、 投与後48か月 の牛において 、延髄閂部で は異常プリ オンたんぱく 質は検
出されませんでし たが、胸部脊 髄において、 異常プリオン たんぱく質 が検出された という
報告例がございます。
③定型BSEプリオ ンの経口投与 実験による 潜伏期間と摂 取量の推計で す。英国にお ける野
外の発生状況等か ら、定型BSEの 潜伏期間は 、平均５～5.5 年と推定さ れています。 この平
均潜伏期間と、こ れまで①、② で御説明した 感染実験で認 められた潜 伏期間を比較 したと
ころ、英国で定型B SEが流行して いた時期に おいても、野 外で感染牛が 摂取したBSE のプリ
オン量は、BSE感染 牛の脳幹0.1 ～１ｇに含ま れるプリオン の量に相当 することが推 察され
ます。
④定型BSE感染牛 のSRM以外の 組織における BSEプリオン の存在です。実験感染牛及 び野外
発生例ともに 、SRM以外の 副腎、末梢神経など にプリオン感 染性または 異常プリオン たんぱ
く質が検出されて います。ただ 、その組織重 量当たりのプ リオンまた は異常プリオ ンたん
ぱく質の量は、脳 に比べて1000 分の１以下と 微量であるこ とがわかっ ています。ま た、こ
れらの組織に異常 プリオンたん ぱく質が検出 されるのは、 中枢神経系 で異常プリオ ンたん
ぱく質が検出され る時期と同時 期またはそれ 以降であるこ とがわかっ ています。こ のこと
から、末梢神経に 存在する異常 たんぱく質ま たはプリオン の大部分は 、中枢神経系 組織か
ら遠心性に広がったものであると考えられています。
⑤定型BSE感染牛 の腸管におけ るBSEプリオ ンの存在とい うことで、 腸管における 異常プ
リオンたんぱく質 またはプリオ ンの感染性は 、報告により それぞれ差は ありますけれ ども、
主に回腸遠位部に 分布すること が知られてい ます。100ｇの 脳を実験的 に感染させた 牛では、
早い例では４か月 目から回腸で 異常プリオン たんぱく質が 検出されて います。また 、空腸
でもプリオン感染 性及び異常プ リオンたんぱ く質が検出さ れています が、マウスを 使った
バイオアッセイの 結果、発症率 が非常に低い ことから、こ れらの組織 の感染価は非 常に低
いと考えられてい ます。BSE感染 牛脳を５ｇ投 与した牛では 、回腸遠位部 よりも上部の 回腸、
盲腸との接合部か ら２ｍ以上離 れた部位 、SRM以外の 部位になり ますけれども 、その 一部で
PrP Sc が検出されて います。ただ、こ の部位はリン パろ胞の頻 度が非常に低 いことから 、こ
こに蓄積するPrP Sc の量も少ない ことが考え られます。小腸 における異 常プリオンた ん白質
の蓄積は、投与量 が少なくなる につれて減少 し、かつ、回 腸遠位部に 限局します。 １ｇの
経口投与量ではほ とんど蓄積が 認められてい ないというこ とも実験的 にはわかって います。
一方で、野外発 生例でも回腸 遠位部から異 常プリオンた ん白質また はプリオン感 染性が
検出される例があ ることから、定 型BSEプリオ ンは長期間に わたり回腸 遠位部に存在 するこ
とが考えられます。
続きまして、２番 目としまして 、以前の評価 書以降に得ら れた新たな 知見というこ とで、
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３つほど研究成果をまとめました。
まず、一番最初、ドイツ のFranzらは、異常 プリオンたん ぱく質の高 感度の検出が 可能な
PMCAという試験管 内で異常プリ オンたんぱく 質を増幅され る方法を用 いて、臨床症 状期の
牛における異常プ リオンたんぱ く質の体内分 布を調べてい ます。100ｇ を経口投与し た牛で、
こちらも臨床症状 を呈した牛を 安楽死させて 組織分布を調 べたところ 、33行目から になり
ますけれども、脳 、脊髄、背根 神経節、腹腔 及び腸間膜神 経節、視神 経、直腸、空 回腸バ
イエル板、三叉神 経節、星状神 経節、空回腸 腸間膜リンパ 節、食道、 第一胃、第四 胃及び
副腎が陽性となっ たことが報告 されています 。また、その 他の組織で は全て高感度 な検出
を用いても陰性でした。
続きまして、38行目 からになりま すけれども、野外 感染牛、BSEの実 験感染牛から 骨格筋
を採取し、異常プ リオンたんぱ く質の蓄積を 調べた報告と なります。 こちらのまと めとし
まして４行目から 、臨床症状を 呈する牛また は国内での死 亡牛、ほぼ 末期に近いと 考えら
れる牛たちですけ れども、その 例の咬筋、肋 間筋、上腕三 頭筋、大腰 筋、半腱様筋 及び大
腿四頭筋には、微 量の異常プリ オンたんぱく 質が検出され ていますけ れども、一方 で、臨
床症状を呈してい ない実験感染 牛の筋肉組織 からは異常プ リオンたん ぱく質は検出 されま
せんでした。なお 、陽性だった 例も、異常プ リオンたんぱ く質は筋紡 錘のみに限局 してお
り、筋原繊維等のその他の組織には検出されていません。
３番目、こちらもド イツの実験で すが、臨床症状を 呈する前のBS E実験感染牛 の空腸、回
腸及び回盲接合部 における異常 プリオンたん ぱく質の蓄積 を調べた報 告となります 。こち
らも100ｇのBSEの 牛の脳を経口 投与された８ 頭の牛につい て、投与か ら１か月後、 ４か月
後、24か月後で安 楽死させて、 腸管における 異常プリオン たんぱく質 の分布を調べ ていま
す。当然のように 、こちらは全 て臨床症状は 出していませ ん。結果で すけれども、 投与後
４か月以降の牛の 回腸及び24ヶ 月目の牛１頭 の回盲接合部 に、免疫組 織化学で異常 プリオ
ンたんぱく質が検出されています。この例では、空腸では検出されませ んでした。
ウシ型マウスを 用いたバイオ アッセイによ って感染性を 調べていま すけれども、 同じく
投与後４か月以降 の回腸及び24 か月の空腸及 び回盲接合部 で感染性が 認められてい ます。
ただ、回腸と比較 すると、空腸 及び回盲接合 部に分布する 感染性は低 いことが報告 されて
います。
８ページに移っ てください。2 012年10月の 評価書で整理 した知見、 今、お話しし た新た
にわかった３つの 知見をまとめ ましたけれど も、こ れらの報告の 中で、現行のSRM以 外の組
織で異常プリオン たんぱく質が 検出されたと されている牛 は、いずれ も臨床症状を 呈する
段階の牛または想 定される野外 のBSEプリオ ンの摂取量、こ れは先ほど お話ししたよ うに脳
組織１ｇ相当以下を大きく超える量のプリオンが投与された牛であるこ とがわかり ます。
そのことから、20 12年10月評価 で評価を行 った現行のSRM の範囲が不 十分であるこ とを示
す新たな知見はないと結論づけられるかと思います。
以上です。
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○眞鍋座長

どうもありがとうございます。

このように、201 2年10月時点 の過去の評価 と、それ以降 の新たな知 見をまとめて 、起草
委員の案をつくっ ていただきま した。資料２ の３ページま での起草委 員の先生方に 作成し
ていただいた案に つきまして、 御質問あるい は御意見がご ざいました ら頂戴したい と思い
ます。
また、他の起草 委員の先生方 からも補足な どがございま したら、こ の場でお願い いたし
ます。
非常にわかりや すくまとめて いただいたと 思うのですけ れども、何 かございます でしょ
うか。
それでは、３ペ ージの部分ま では、これで お認めいただ けますでし ょうか。よろ しいで
しょうか。
引き続きまして 、バリ アントタイプ のCJDの発生状 況等につき まして 、この部分は 高尾先
生から説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○高尾専門委員

よろしくお願いします。説明させていただきます。

資料２の４ペー ジからになり ます。１行目 の「２．vCJD の発生状況 」からお話し させて
いただきます。
御存じのように、vCJDは定型BS E感染牛及び vCJD患者の脳 をマウスに 接種する感染 実験に
より感染が認めら れたことが病 理学的にも確 認されている と思います けれども、そ れ以外
に、原因 物質 の分子 生物学 的性状 が類 似して いたこ と、あ るい は疫学 的に定 型BSE とvCJD
の発生数の推移に 関連性があっ たこと等から 、定型BSE感染 牛由来の食 品を介して人 に感染
する可能性があると一般に考えられていることはよく御存じだと思いま す。
食品安全委員会 において、2012年1 0月の評価書 において、「人の（定型）BSEプリ オンへ
の感受性について は、ヒトプリ オンたん白質 を過剰発現す るトランス ジェニックマ ウスや
サルを用いた感染 実験結果から 、牛と人との 間に種間バリ アが存在す ることにより 、牛に
比べて感受性は低 い」というこ とを判断して おります。そ の後、この 評価書におけ る評価
に影響を 及ぼ すよう な定型B SEとvCJ Dの関 連に ついて の新た な科学 的知 見は得 られて いな
いと考えております。
続いて、vCJDの 発生状況につ いて簡単に整 理いたしまし たので、説 明します。15 行目か
らになりますが、世界 のvCJDの発症 状況に関しま して、2018年７月 現在において、23 1例と
なっております。特に内 訳は、英国が178 例で、以後、幾つかの国 がずっと続き、日 本でも
１例ということになっております。
特に英国では 、1989年に牛 の特定臓器（SBO）の食品への使 用の禁止 、92年には牛 の頭部
の機械的回収肉（M RM）の食品と しての利用 の禁止、95年 には脊柱のMR Mの禁止、さ らに96
年からは30か月齢 超の牛を食用 とすることを 禁止したこと によりまし て、2000年を ピーク
に患者数は減少し ているという ことはよく知 られており、 特に1990年 以降の出生者 からは
vCJD患者は確認されていないということもつけ加えさせていただきます 。
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５ページにグラ フが出ており ます。2000年 をピークに減 っておりま すが、2016年 に英国
と英国以外で１例ずつ出ておりますが、患者数が減っていることは明瞭 かと思いま す。
続いて、vCJDの感染に対する遺伝的特性に関して、簡単に御説明いた します。
人のプリオンた んぱく遺伝子 のコドン129 番のアミノ酸 には、メチオ ニン／メチオ ニンあ
るいはメチオニン ／バリン、バ リン／バリン の３つがある わけでござ いますが、vCJ Dに関
しましては、すべ ての症例がMM 型と報告され てきました。 しかし、201 6年の４月に おきま
して、ちょうど16 ～17行目にな りますが、MV 型のvCJD患者 が確認され ております。M Vある
いはVVに関しては 、プリオン病 であるニュー ギニアのクー ルーにおき まして、MV型 という
のは感染から発症 までの潜伏期 間が非常に長 い可能性が指 摘されてお りまして、こ ういっ
たケースが今後あり得るかもしれないということになるかと思います。
続いて、６ペー ジを御覧くだ さい。vCJDと いうのは普通 のクロイツ フェルト・ヤ コブと
異なりまして、特 に扁桃や虫垂 といったリン パ節にプリオ ンたんぱく が蓄積するこ とは知
られているわけで ありますけれ ども、そうい ったことを背 景に、英国 では、残って いる虫
垂の手術材料をに 関してプリオ ンたんぱくが 見られるか見 られないか を検討してき ました。
これは幾つかの 段階の検討に 分かれており ますが、最終 的にはここ の13行目から になり
ますけれども、３ 万2441人の虫 垂を免疫組織 学的にプリオ ンがあるか どうか調べ、 そのう
ち16例にあったと いうことでご ざいます。特 にMM型が８例 であったの ですが、先ほ ど申し
上げた比較的潜伏 期間が長くな るMVあるいは VVにも見られ たというこ とで、今後も 十分サ
ーベイランスを行っていくということが重要だと言われております。
また英国の虫垂 の件に関して 、プリオンが 陽性だったケ ースという のは、現在の 段階で
は全て1985年より 前に生まれた 方ということ になっており ますので、 先ほどの1990 年以降
の方でvCJDはいないということもあわせて考える必要があるかと思いま す。
続きまして、評価 対象国におけ るCJDサーベ イランス及び vCJD症例の お話をさせて いただ
きます。まず、米国 に関しまして は、CDCが中心 となりまして サーベイラ ンスを行って おり、
27行目からありま すように、201 8年８月現在 で４名のvCJD が確認され ております。 それぞ
れの背景はここに 記載されてお りますが、明 確に米国での 感染はなか ったのではな いかと
推察されているようであります。
続いて、33行目 からのカナダ でございます 。カナダに関 しても、98 年にサーベイ ランス
のシステムが構築 されておりま して、37行目 からあります ように、201 8年８月現在 におい
て、２名のvCJD症 例が確認され ているという ことでありま す。38行目 から次のペー ジにな
りますけれども 、１名は 、BSEの 流行時に複数 回にわたって 英国に滞在 していたこと が言わ
れておりまして、 それが暴露の 原因だったの ではないかと 推察されて いるようです 。それ
から、３行目から にありますよ うに、もう一 名に関しては 、中東で生 まれて、カナ ダに移
住する以前に複数 の国に居住歴 があるという ことで、カナ ダ国外で暴 露されたので はない
かと考察されているようであります。
８行目からの３ カ国目のアイ ルランドであ りますが、93 年にCJD症例 に関するサー ベイラ
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ンスが開始されて おります。201 8年８月現在 、４名の症例 が報告され ていまして、 ２例は
BSE流行時に英国滞在歴があり、２名については不明ということになっ ております。
以上が説明になります。
18行目からの非 定型BSEに関し ましては、 後ほど資料３ のほうで説明 がございます ので、
ここでは割愛させていただきたいと思います。
続いて、８ペー ジのまとめに なります。今 までお話し申 し上げたよ うに、vCJDに 関しま
しては、2018年７月現 在で全世界で2 31例がある ということ。それ から、ここにおき まして
は、さまざまな食 品へのいろい ろな対策、牛 肉の措置とい うことによ りまして、200 0年を
ピークに患者数が 減少している ということ。 1990年以降の 出生者から はvCJD患者は おられ
ないということであります。
また、vCJDは一 般的に潜伏期 間が非常に長 いということ 。それから 、プリオンた んぱく
質のコド ン129 番の多 型によ る感受 性の 違いの 可能性 が指摘 されて いる ところ でござ いま
す。
それから、今回の対象 国である３カ 国に関しては 、いず れもCJDのサ ーベイランス が継続
的に実施されているということでございます。
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。

ただいま御説明 いただきまし た資料２の４ ページ以降の 部分を含め まして、全体 につい
て、委員の先生方から御質問あるいは御意見を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 などがありま したらあわ せてお願いい たした
いと思います。
コメント等ございますでしょうか。
どうぞ。
○水澤専門委員

大変よくまと めていただい て、内容的に はよろしい のではないか と思い

ます。
ちょっと細かい 質問になるか もしれないの ですけれども 、もしわか っていれば教 えてい
ただきたいのは、 先ほどの６ペ ージの13行目 以降で、虫垂 の検査をし て、ある程度 の数に
見つかったという ことの中で 、これら の例は 、全てBSE感染 牛のプリオ ンで汚染され た食品
からうつったので はないかと想 定されるよう な時期なので しょうか。 かなり古いも のもあ
ったような記憶が あるのですが 、もしわかっ ていれば、少 し教えてい ただければと 思いま
す。
○高尾専門委員

これに関して は、いつその 時期があった かというの はなかなか難 しいの

ですけれども、今 までの報告で は、1985年以 前にお生まれ になった方 にのみ見られ たとい
うことになってい るだけで 、BSEが流行 している時期 あるいは流 行する以前の 時期、ある程
度抑制された時期 の３期間に関 しては現在ま だ検討中との ことですが ，詳細はまだ 発表は
されていないと思います。
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彼らのポイント は、虫垂に関 しては、背景 は実は倫理的 なものがあ って、どうい った方
かというのは全部 伏せてやって いるそうでご ざいますけれ ども、先ほ ども冒頭で少 し申し
上げましたが、今 までの検討で は、少なくと も従来の免疫 組織学やウ エスタンブロ ットに
おいては、虫垂には 普通のクロイ ツフェルト・ヤコブなどで はプリオン は見られませ んが、
vCJDは見られると いうことをも とに、これが あるというこ とは、もし かするとvCJD の神経
学的な所見の発症 以前の段階を 見ているかも しれないとい うこと、細 かいことを言 えば、
彼らのここの主張 は、どちらか というと、直 接牛とは関係 ないですけ れども、患者 さんの
手術器具といった ものがほかの 方に影響を与 えるリスクが ないかなど ということも 踏まえ
て検討していこうということでございます。
○水澤専門委員
○眞鍋座長

ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

現在、この調査会 で世界的な定 型BSEの発生 数の減少、そ れから世界的 な基準を踏ま えて、
月齢条件を「条件無し」と した場合に、SRM除 去あるいはと 畜前の検査 等の食肉処理 に関し
たリスク管理を適 切に行ってい れば、牛肉等 の摂取に由来 する定型BSE プリオンによ るvCJD
の発症の可能性が 極めて低い水 準に達してい るといえるの かというこ との検討をお 願いし
ています。
非定型BSEについ ては、この後 、資料３で 別途説明して いただきます けれども、定 型BSE
につきましては、 ただいまお二 人の先生方か らも御説明が ありました ように、仮に １頭、
感染牛がいたとし ても、無症状 の牛の場合は 体内でのプリ オンたんぱ くの分布はほ とんど
SRMの範囲内におさまっていることが確認された。
また、英国でのv CJDの発生か ら、危険部位 を除去するこ とや機械的 な回収肉の製 造を禁
止するといった措 置を講じた結 果、バリアン トタイプのCJD の発生は200 0年をピーク に減少
して、近年ではほとんど認められないまでに至っていることがわかるか と思います 。
これらのことを 踏まえまして 、現状 の定型BSE発生 数等を踏ま えれば 、各国でこれ らの食
肉処理に関連する 措置が適切に 実施されてい ることが確認 されるなら ば、牛肉等の 摂取に
由来する 定型BS Eプリ オンに よるvCJ D発症 の可 能性は 極めて 低い水 準に 達して いると いう
ことを言ってよいものでしょうか。
このあたりにつ きまして、先 生方のお考え をお伺いでき ればと思い ます。起草委 員の先
生からも、何か補足などございますでしょうか。特段ございませんでし ょうか。
それでは、起草 委員の先生方 におかれまし ては、今回の 審議を踏ま えて、各国の リスク
管理措置の点検、 食品健康影響 評価を作成し ていただきた いと思いま す。よろしく お願い
します。
次に進ませていただきたいと思います。
既に２年前に評 価を終えてい るのですけれ ども、非定型BSEに 係る知見につ きまして 、横
山先生から説明をいただきたいと思います。
○横山専門委員

まず、資料１ から御覧くだ さい。「Ⅱ． 評価の考え 方」の中で、1 1ペー
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ジの14行目になり ますけれども 、非定 型BSEについて は、国 内評価以降 の新たな知見 を確認
し、前述の国内評 価の結論に影 響を及ぼすも のがないかを 確認すると いうことにし てござ
います。
そのもとで 、資料２の ７ページにな りますけれど も、３ 番目としまし て非定型BSE につい
て、起草委員のほうで ６行ぐらいの まとめをつく りました。非定型 BSEについて は、後ほど
説明をお願いしま すけれども、 別添に示すと おり、国内評 価以降、プ リオンの感染 性に係
る知見が新たに３ つ、体内分布 に係る知見が 新たに２つ報 告されまし たが、「適切 なリス
ク管理措置を前提 とすれば、牛 肉及び牛の内 臓（SRM以外 ）の摂取に由 来する非定型 BSEプ
リオンによるvCJD を含む人のプ リオン病発症 の可能性は極 めて低いと 考える」とし た国内
評価における見解に影響を及ぼすものではないと考えてございます。
それから、過去 の評価での見 解、起草委員 で今回確認し た個別の知 見につきまし ては、
資料３に詳しくま とめてありま すので、こち らは事務局か ら説明をお 願いしてよろ しいで
すか。
○眞鍋座長

それでは、事務局からお願いします。

○大快係長

それ では、非定型BSEに関 する個別の知 見について 、説明 をさせていた だきま

す。
資料３には、起草 委員の先生方 にまとめて いただいた非 定型BSEに係 る知見の詳細 をまと
めてございます。
１ページ目の10 行目から、食 品安全委員会 における過去 の評価がど ういうもので あった
かということが記 載されており ます。食品安全委 員会では、非定型 BSEについて、201 6年８
月時点の最新の知 見に基づきま して、健康と 畜牛のBSE検 査の廃止に係 る国内評価の 中で、
以下のとおり結論をしております。
ここに記載して ある内容に関 しまして、概 要を簡単に御 説明させて いただきます と、ポ
イントとしては４点ございます。
１点目が、14行目から のパラグラフ に記載してご ざいますけれ ども、非定型BSEは 低い発
生頻度で孤発性に発生するということが一つのポイントでございます。
２点目といたし まして、22行 目から示して ございますと おり、これ まで疫学的に 非定型
BSEと人のプリオン病との関連を示唆する知見の報告はないということ でございます 。
３点目につきま しては、32行目か ら記載してお りますとおり、H- BSEについて は、サルあ
るいはヒューマン のトランスジ ェニックマウ スを用いた実 験では感染 が成立しない という
ことでございます。
４点目といたし ましては 、L-BSEに関 することでご ざいますけ れども 、１ページの2 7～37
行目の部分では、L- BSEが実験的 にヒトモデル 動物に感染が 成立すると いう旨が記載 されて
おります。
ここに記載がご ざいますとお り、H-BSEと は異なり、L-B SEについて は人への感染 性が示
唆されております けれども 、２ページ 目の１～18行 目の部分で 、L-BSE のプリオンの 体内分
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布に係る知見をも とにした考察 がございまし て、15 行目から 、臨床症状 を呈する前の L-BSE
感染牛については 、末梢神経組 織等に加え、P rP S cの蓄積が 認められな かったその他 現行の
SRM以外の組織につ いても、食品 として摂取す ることによる 人への感染 性は極めて低 いと考
えられるということにしております。
以上の４点を踏 まえまして、 ２ページ目の 20行目からに ございます けれども、食 品安全
委員会は 、適 切なリ スク管 理措置 の実施 を前 提とい たしま して、 牛肉及 び牛 の内臓 （SRM
以外）の摂取に由来 する非定型BS Eプリオンに よるvCJDを含 む人のプリ オン病発症の 可能性
は極めて低いと2016年に評価しております。
今回の評価にお きましては、2 016年以降に 公表された新 たな知見を 起草委員の先 生方に
検討していただき まして、過去 の評価の結論 に影響を及ぼ すものがな いかというこ とを確
認していただいております。
２ページの27行目以下に、新たな知見として整理されてございます。
非定型BSEの最新 の発生状況に つきまして は、３ページの 表１及び４ ページの図１ に示す
とおりでございます。
３ページの表１ につきまして は、先ほど資 料１で説明さ せていただ いた、先月発 生した
米国のＨ型のBSEにつきましても数に加えてございます。
続いて、４ペー ジの６行目か らの部分にな ります。こち らには、プ リオンの感染 性に関
する知見がまとま ってございま す。７行目か らがフランス で行われた 研究結果でご ざいま
す。L-BSE感染牛の 脳ホモジネー トをヒトPrP 過剰発現マウ スに脳内接 種して、感染 が認め
られたとするもの でございます 。こういった 内容につきま しては、201 6年の評価で 引用し
た文献においても、ヒューマンの トランスジ ェニックマウ スにL-BSEを 接種して感染 が認め
られたという論文 は複数の研究 チームが報告 しておりまし て、過去の 評価でも同じ ような
論文を引いてございます。
続いて、15行目 からでござい ます。食品安 全委員会は、 平成25年か ら28年度の食 品健康
影響評価技術研究 課題として、 非定型BSEの 人への感染性 に係る研究を 行ってござい ます。
この研究の中では 、４系統のヒ トPrP発現ノ ックインマウ スに対しまし て、L-BSE、H -BSE、
それからC-BSE感染牛の脳を脳内接種する実験を行っております。
その結果、C -BSE、定 型BSEを接種 されたマウス では、４ 系統中１系統 でPrP S cの蓄 積が認
められた一方、L-B SEとH-BSEに ついては、い ずれも800日 以上経過して もBSEの発病 あるい
はPrP Scの蓄積が認められませんでした。
また、記載とし ては５ページ の２行目から になりますけ れども、同 じ４系統のマ ウスに
対しまして、先ほど 脳内接種で用 いたものと 同じ脳組織を ５mgまたは50 mgを経口投与 する。
先ほどは脳内接種 でしたが、こ ちらは経口投 与する実験を 実施してお りますけれど も、結
果としては、800日 以上観察して も、C-BSE、 L-BSE及びH-B SEの全てに ついて、５mg 投与あ
るいは50mg投与ど ちらの投与群 とも４つ全て の系統のヒュ ーマンのノ ックインマウ スで感
染が認められませんでした。
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この研究の前段 部分、つまり 脳内接種のパ ートにつきま しては、過 去に英国のチ ームが
ノックインマウス を用いて同様 の研究結果を 報告しており まして、こ ちらにつきま しては
２年前に行った国内評価でも引用されております。
後段の経口投与 につきまして は、同様の条 件でやった研 究の報告は ないものと認 識して
ございますけれど も、こちらは 感染が成立し なかったとす るような結 果になってご ざいま
す。
続いて、５ペー ジ目の７行目 からでござい ます。厚生労 働省は、平 成26年から28 年度の
厚生労働科学研究 費補助金食品 の安全確保推 進研究事業と いたしまして 、非定型BSE に対す
る安全対策等に関する研究を実施してございます。
同研究では、カニク イザルに対し まして、C-BSE、L-BSE 及びH-BSE感 染牛の脳を経 口投与
する実験が行われてございます。
その結 果、C-BSE を投与 された カニク イザル２ 頭につ いては 、臨床 症状も なく、PrP S cの
蓄積が認められな かったという ことでござい ます。それから 、L-BSEを 投与した２頭 につい
ては、いずれも臨 床症状は認め られませんで したが、１頭 については 、投与後数年 経過後
に、一時的に唾液や脳脊髄液中にPrP Scが検出されたとい うことでござ います。
しかし、この後 時間を置くと 、これらの体 液中からは検 出されなく なったという 結果も
示されてございます。
それから、H-BSE を投与された ２頭につき ましては、投 与後1.3年経 過時点で症状 は認め
られていないということでございます。
L-BSEをカニクイ ザルに経口投 与する実験 につきまして は、フランス の研究チーム が同様
の結果を報告しておりまして、こちらは国内の評価でも引用されてござ います。
H-BSEをカニクイ ザルに経口投 与する実験 は、ほかでは行 われていな いものと認識 してお
りますけれども、こ ちらについて は現時点で はネガティブ という結果に なってござい ます。
続きまして、24 行目から体内 分布の知見が 記載されてご ざいます。 最初は米国の 研究チ
ームの知見でござ いますけれど も、遺 伝子型の異な る２頭の牛に 対して 、H-BSEを脳 内接種
して、症状を示し た段階で安楽 殺し、PrP Sc の体内分布を 調べたという ものでござ い ま す 。
結果としては、3 4行目に示し てございます とおり、脳、 脊髄及び網 膜以外の組織 に検出
がされなかったという結果でございます。
続きまして、36 行目からは、 前述の厚生労 働科学研究の 中で行われ た別の実験に なって
ございます。３頭の牛 に対しまして、L-B SE感染牛の脳 を脳内接種 により感染さ せ、発病し
た感染牛の筋肉を ウシPrP発現ト ランスジェ ニックマウス に接種しまし て、感染性の 有無を
調べるという実験を行ってございます。
結果としまして は、感 染牛の上腕三 頭筋、大腰筋及び最 長筋を接種し たウシPrP発 現トラ
ンスジェニックマ ウスへの感染 性が認められ たということ でございま したけれども 、これ
らの部位は脳と比 べて１万分の １に相当する 感染価の分布 であるとい うことが示さ れてご
ざいます。
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この研究結果に つきましても 、イタ リアの研究チ ームが過去に 同様の結果 、つまり L-BSE
感染牛については 筋肉組織に感 染性が分布す るけれども、 その量は極 めてわずかで あると
いう旨の報告はし ておりまして 、こちらにつ いては２年前 に行った国 内の評価でも 引用さ
れているものでございます。
以上のような知 見を踏まえま して、先ほど 横山先生から 御説明のご ざいました資 料２の
８ページ17行目からのまとめの記載がなされてございます。
定型BSEに関する知見の詳細については以上でございます。
○眞鍋座長

ありがとうございます。

非定型BSEについ ては、２年ほど 前、ちょうど2016 年８月に評価 が行われて、そ の後、今、
紹介いただきまし たように５つ の新しい知見 が報告されま したが、い ずれの知見も2 016年
の評価の見解に影響を及ぼすものではないという説明でございました。
これにつきまして、委員の先生方から何か御質問、コメント等ござい ますでしょ うか。
横山先生、何かコメントございますか。
○水澤専門委員
○眞鍋座長

質問してもよろしいですか。

どうぞ。

○水澤専門委員

ありがとうございました。

先ほども御質問 させていただ いたことに関 連するのです けれども、非 定型BSEは人 でいう
と孤発性のもの、 特発性という か、特にプリ オンの由来が わからずに 自然発生的に 出てく
るものだと思われ ていると思う のですが、３ ページの表１ を拝見して いますと、国 によっ
て随分数が違うよ うに見えるの です。それで 正しいのかど うかというこ とがまず一つ です。
それと、人の孤発性の 場合に、大体どの 国でも、どういう 人種でも100 万人に１人く らいの
発症率で極めてま れとされてい るのですけれ ども、そうし ますと、こ ういった違い はどこ
から来るのかとい ったことにつ いて、もし何 かわかってい ることがあ れば教えてい ただけ
ればと思います。
○大快係長

座長、よろしいでしょうか。

○眞鍋座長

どうぞ。

○大快係長

こちらの数字についてお答えさせていただきます。

一つは、国によ って牛の飼養 頭数にかなり 違いがあると いうのが一 つの要因かと 推察し
ます。
それから、各国、国際機関でご ざいますOIE のリスクステ ータスを持っ てございます ので、
OIEが定める最低限 のサーベイラ ンスは満た しているもの と理解してお りますけれど も、そ
れ以上のサーベイ ランスをどれ だけやってい るかという部 分について は、差はある ものと
推察します。
EU各国に関しま しては、フラ ンス、スペイ ン等が多くな ってござい ますけれども 、2014
年にECが公表して いるTSEレポー トによりま すと、平均で牛 の頭数100万 頭当たり、年 間0.07
あるいは0.09頭程 度とされてお りまして、各 国とも飼養頭 数で割りま すと、そこま で大き
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な差がないという ことが言われ てございます 。先生方から 補足等ござ いましたらお 願いい
たします。
○水澤専門委員

では、母数が 違っていると いうことで、 計算をする と、頻度とし ては差

はないということでよろしいですか。
○大快係長

少なくともEUのデータによりますと、大きな差はないとされておりま す。

○水澤専門委員
○眞鍋座長

ありがとうございました。

もう 一つは、症状 が出ている場 合に検査して いる国と、 かつての日本 のよう

に全頭検査などを 行っていたと いったような こととか、さ らに乳用牛 と肉用牛でと 畜の年
齢も違っています ね。トータル としてこうい う数だという ことですか ら、表現は悪 いです
けれども、牛の場 合は、人のよ うに死ぬまで 生きるという ことではあ りませんので 、その
辺の違いもあるかと思います。
ほかにございませんでしょうか。
横山先生、何かコメントはございますでしょうか。
○横山専門委員

実験的には 、非定型B SEのプリオン 、伝達 性が認めら れていること は間違

いないだろうと思 いますけれど も、臨床症状 期のように、 末期になれ ば中枢神経系 それか
ら一部、筋肉組織 等に、感染性 は低いながら も見つかると いうことも 確かなのかな と思い
ます。
ただ、その 発生頻度や 現行のBSE対策 の中で 、定型BSEを 対象としてSR Mが規定され ていま
すけれども、その範 囲で非定型BS Eのリスクも 恐らく除去で きるのだろ うというこれ までの
見解を特に覆すような新たな知見がないと考えられるかと思います。
○眞鍋座長

ありがとうございます。

先生方、ほかに御質問やコメントはございますでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、次回以降で残りのパートについて審議していきたいと思い ます。
お忙しいところ 恐縮ですけれ ども、起草委 員の先生方は 引き続きど うぞよろしく お願い
いたします。
事務局のほうから何か連絡はございますか。
○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。

どうもありがとうございました。

18

