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開      会 

 

○山本調整官 それでは、定刻となりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審

議会家畜衛生部会第５回プリオン病小委員会を開催いたします。 

 私は、本委員会の事務局を担当いたします動物衛生課国内防疫調整官の山本でございま

す。よろしくお願いします。 

 今回は、食料・農業・農村政策審議会の再編によりまして消費・安全分科会が廃止され

ました。審議会に直接ぶら下がるという形で家畜衛生部会が設置され、その下にこの小委

員会が改めて設置されて、その初めての会合となります。 

 したがいまして、委員長が選出されるまでの間、私が司会進行を務めさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

 

谷口審議官挨拶 

 

○山本調整官 それでは、開会に当たりまして、消費・安全局の谷口審議官から挨拶いた

します。 

○谷口審議官 消費・安全局担当審議官の谷口でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。開催に当たりまして一言御挨拶させていただきます。 

 委員各位におかれましては、早朝から御多用のところ御出席賜りましてまことにありが

とうございます。 

 また、日ごろから家畜衛生行政各般にわたりまして推進につきまして御指導賜っており

ますこと、深く感謝申し上げる次第でございます。 

 本委員会におきましては、プリオン病にかかわります専門的・技術的な事項の調査、審

議、また御助言をいただきながらＢＳＥに関する特定家畜伝染病防疫指針を作成していた

だくなど、我が国におけるＢＳＥの防疫対策の推進に御尽力をいただいてきたところでご

ざいます。 

 後ほど詳しく御説明申し上げますけれども、我が国におけるこれまでのＢＳＥの累積発

生頭数は 33 頭ということになっておりますけれど、経年的に見てまいりますと、17 年が

７頭、18 年が 10 頭、若干山がございましたけれども、19 年、今年におきましては現在ま
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で２頭の発生にとどまるというふうな形で漸減傾向を示していると私ども理解をいたして

おります。こういったことにつきましても先生方の御指導のたまものと、この場をおかり

いたしまして改めて御礼申し上げる次第でございます。 

 農林水産省といたしましては、我が国が早期にＢＳＥの清浄国に復帰できますよう、引

き続きなお一層の努力をしてまいる所存でございます。 

 本日は、ＢＳＥの疑似患畜の範囲の見直し、ＢＳＥの感染源、感染経路の調査研究等に

つきまして御議論、御報告をいただくことといたしておりますので、委員各位におかれま

しては、どうぞ忌憚のない御助言、御意見を賜りますよう重ねてお願い申し上げまして御

挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○山本調整官 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。 

 

配布資料の確認 

 

○山本調整官 それでは、議題に入ります前に配布資料の確認をいたします。お手元の資

料、配布資料一覧を御確認ください。 

 資料１が議事次第、資料２が委員名簿、資料３が３－１と３－２ということで、ＢＳＥ

の発生概要、ＯＩＥの総会概要、資料４として資料４－１が疑似患畜の見直しについて、

それに参考資料１、２、３、４。あとは番号がついておりません英文の文献がついており

ます。それと資料５－１、５－２というふうになっております。 

 欠落しているようなものがあれば、事務局までお願いします。よろしいでしょうか。 

 １点、資料２について、片峰委員の役職名、「副学長」というところが「長崎大学大学

院医師薬総合研究科教授」ということで御指摘を受けていますので、後で訂正させていた

だきます。 

 

委 員 紹 介 

 

○山本調整官 ここで、改めて本日御出席の委員の御紹介をさせていただきます。 

 東京大学の小野寺委員です。 

 長崎大学の片峰委員です。 

 東京大学の熊谷委員です。 
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 東京大学の吉川委員です。 

 東京医科大学の金子委員です。 

 次に、今回より新たに専門委員として本委員会に所属していただくことになりました北

海道大学の堀内委員です。 

 動物衛生研究所の横山委員です。 

 北海道庁の両坂委員です。 

 このほかに、元日本大学教授の阿部委員にも所属いただいておりますが、本日は御都合

により御欠席との連絡を受けております。 

 また、これまで委員を務められていました品川委員、藤田委員につきましては御退任さ

れたことを御報告させていただきます。 

 これによって現在本委員会の委員数は９名となっております。本日御出席いただいてい

る委員は８名でございます。 

 つきましては、審議会令第９条の規定によって本委員会が成立していることを御報告い

たします。 

 

本日の進め方 

 

○山本調整官 次に、本日の進め方ですが、まず規定に従って委員長の選任を行わせてい

ただきたいと思います。その後、最近のＢＳＥをめぐる情勢として国内の発生状況、ＯＩ

Ｅの総会の概要等について事務局より報告いたします。次に、前回からの引き続きの議題

であります疑似患畜の範囲の見直しについて御検討いただく。その後、ＢＳＥに係るリス

ク管理型研究について、前年度で研究が終了したＢＳＥの感染源・感染経路の調査研究、

並びに各国及び我が国のＢＳＥサーベイランスの分析評価に関する研究について最終報告

をいただきます。ということでよろしいでしょうか。 

 

委員長選任 

 

○山本調整官 それでは、まず委員長の選任ですが、運営内規によって、臨時委員の互選

によって定めることとなっております。臨時委員として熊谷委員、吉川委員がなっておら

れます。何か御意見がありましたらよろしくお願いいたします。 
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○吉川委員 前回改組されたとは冒頭おっしゃいましたけれども、前回からプリオン小委

員会の委員長を務めておられる熊谷先生が適任かと思うので、推薦したいと思います。 

○山本調整官 熊谷委員、御推薦がありましたけれど、いかがでしょうか。 

○熊谷委員長 大変重要な役割でありますけれど、私が引き続き委員長を務めさせていた

だきます。 

○山本調整官 熊谷委員が本委員会の委員長となられましたので、大変恐縮ではございま

すか、ここからは委員長の方から議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

      最近のＢＳＥをめぐる情勢等について 

       （１）国内におけるＢＳＥ発生概要 

       （２）第 75 回国際獣疫事務局（ＯＩＥ）総会の概要について 

 

○熊谷委員長 それでは、ただいまから議事に入ります。 

 本委員会は昨年７月の第４回の小委員会以降約１年ぶりの開催です。今回の小委員会で

は、先ほど事務局からも御説明がありましたけれども、最近のＢＳＥをめぐる情勢につい

て説明を受けた後に、前回も御議論いただきました牛海綿状脳症の疑似患畜の範囲の見直

しについての再検討、それからＢＳＥの感染源・感染経路の調査研究等ＢＳＥに係るリス

ク管理型研究の報告を受けたいと思います。 

 一応 12 時までという時間でありますけれども、円滑な審議への御協力をよろしくお願

いします。 

 それでは、まず最初の議題ですけれども、最近のＢＳＥをめぐる情勢等につきまして、

国内における発生状況、ＯＩＥ総会の概要につきまして事務局の方から報告、説明をお願

いします。 

○星野補佐 それでは、お手元の資料３－１をごらんください。まず初めに国内における

ＢＳＥの発生概要につきまして、全部で６ページの横の資料になってございます。 

 我が国におきましては、平成 13 年９月に初めてのＢＳＥが確認されました。その後、

２ページ目を見ていただきますとわかるとおり、これまでに 33 例。そのうち、と畜場で

見つかっておりますのが 21 頭、そして死亡牛検査で見つかっておりますのが 12 頭でござ

います。 

 出生別、年齢別に見ますと、まず出生別は平成８年生まれのものが 12 頭ということ、
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それから平成 12 年に生まれたものが 11 頭ということで多くなってございます。 

 また、月月齢で言いますと、８例目、９例目、これが 23 カ月齢、21 カ月齢ということ

で若齢牛ということになってございます。８例目につきましては非定型のタイプでありま

して、９例目は 14 年１月生まれということで、生年月日が一番最近のものとなってござ

います。 

 また、ＢＳＥの発生件数は１ページに世界的な発生状況が書いてございますけれども、

世界的にも減少傾向でございまして、2007 年、ことしも終わりに近づいてございますが、

12 月 10 日現在では 81 頭ということ。それから、国内でも冒頭御挨拶にもございました

とおり、昨年 10 頭出ていたものが、ことしは２頭ということで減少傾向にございます。 

 続きまして、３ページをお願いします。我が国のＢＳＥの対策ということですが、矢印

が左から右に、海外、それから国内の生産、そしてと畜を経て食肉という過程になってご

ざいますが、まず矢印の上なんですけれども、食肉につきましては、従来から発生国から

の牛肉等の輸入停止ということで対策をとってございました。矢印の下の方につきまして

ですか、ＢＳＥの原因でございます異常プリオンたん白質、これが飼料を通して牛の体内

に入ることを防ぐことが本病の感染防止対策の基本でありますことから、まずは飼料の規

制ということで飼料給与の規制を行っているところでございます。 

 飼料給与の規制につきまして、反すう動物由来肉骨粉等を用いた反すう動物用飼料の製

造・販売・使用の禁止。 

 それから、飼料・肥料としての肉骨粉等につきまして、海外のすべての国からの輸入、

あるいは国内における製造・出荷を一時全面停止してございます。 

 その後、後ほど説明しますが、法的に規制をして、国内の肉骨粉等の取り扱いにつきま

しては、科学的な知見に基づいて随時見直しを実施しているところでございます。 

 ここで４ページを見ていただきたいのですが、今説明いたしました飼料原料の利用規制

状況なんですけれども、まず動物性たん白質のうち、牛などを由来としまた血粉、血しょ

うたん白、それから肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉につきましては、給与対象の家畜

種にかかわらず、すべて規制。それから、動物性油脂につきましては、ほ乳動物、家きん

由来のものにつきまして不溶性不純物の含有量がコントロールされていないものにつきま

して、やはり給与対象にかかわらず、すべて規制されてございます。特に牛につきまして

は、それ以外にもクロスコンタミネーションなども考慮いたしまして、それぞれのリスク

に応じた厳しい措置が現在とられております。 
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 また３ページに戻っていただきまして、と畜場におけるＢＳＥの検査、あるいは特定危

険部位の除去ということでございますが、こちらは５ページの方に細かく図がかいてござ

いますので、確認ください。 

 まず、農場から食肉に供されます牛はと畜場に行きまして、そこで 21 カ月齢以上の牛

が検査の対象となってございます。現在のところ、皆さん御存じのとおり、各県におきま

して自主的な対応で全頭検査が行われているところでございますが、そこの検査で確認さ

れた陽性牛、あるいは陽性牛、陰性牛にかわらずすべてのＳＲＭ、特定危険部位につきま

しては除去されまして、焼却されるということ。 

 それから、先にサーベイランスの話をさせていただきますが、死亡牛につきましても、

下の方に家畜保健衛生所とございますが、国際ルールに基づきました 24 カ月齢以上の死

亡牛の検査を行ってございまして、こちらにつきましてはすべての死亡牛、陰性、陽性に

かかわらず現在のところ焼却などの処理をされているということでございます。 

 また３ページに戻っていただきますと、矢印の一番右側の方でございますが、流通、販

売の段階におきましてはトレーサビリティとして牛肉の個体識別を可能とすることで発生

時などにおきましても食の安心を提供させていただいているという状況でございます。 

 なお、左の下にございます感染源・感染経路の調査につきまして、きょうこれから吉川

委員の方からも御報告がございますが、原因の調査報告が進んでございますし、また、右

側にいきましてＢＳＥ対策の効果を検証するということからサーベイランス、先ほどのと

畜場や死亡牛についても行っているところでございます。 

 それから、最後のページ、６ページにおきまして、これは全体の話になりますけれども、

国内ＢＳＥ発生時の反省を踏まえまして、現在は食品安全委員会が科学的な知見に基づい

た食品健康影響評価、いわゆるリスク評価といいますけれども、そういったことを実施し

ている。その中で、その結果に基づきまして、厚生労働省においては食品衛生の観点から、

農林水産省におきましては家畜衛生などの観点からリスク管理の措置をとっているところ

でございます。 

 なお、米国産牛肉の輸入問題につきましても 17 年 12 月８日の食品安全委員会の評価答

申を受けまして、厚生労働省と農林水産省が連携を図りながら、厚生労働省におきまして

はと畜場以降における食品としての安全確保の観点からのリスク管理措置、農林水産省に

つきましては生体牛の月齢判別や飼料規制等のと畜場までの安全確保の観点からのリスク

管理措置を実施しているところでございます。 
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 以上が国内におけるＢＳＥの発生概要、防疫措置でございました。 

○川島室長 続きまして、ＯＩＥの総会の概要についての御報告をさせていただきたいと

思います。資料３－２でございます。 

 表紙にありますように、今回の総会におきましてＢＳＥ関連ではステータス認定、それ

からコードの改正というのか２つの大きなポイントであったわけでございまして、まず１

ページ目をお開きいただきまして、ステータス認定の関係でございます。既に御案内のと

おりでございますけれども、ことしの総会におきまして 11 カ国から申請がございまして、

それについての評価がなされたということで、無視できるリスクの国、それから管理され

たリスクの国という形で、この表の右欄に掲載しております国々が認定を受けたというこ

とでございます。 

 その認定に際しまして、認定案に対しまして、私ども日本側からのコメントということ

で、今回御出席の先生方にも御意見をいただきながらまとめて提出したものが２ページ目

と３ページ目に参考としてつけさせていただいておりますけれども、細部にわたりますの

で、説明は省略させていただきたいと思います。 

 それから、４ページ目をお開きいただきまして、ＢＳＥのコードの改正でございます。

御案内のとおり 2005 年に抜本的なコードにつきまして改正が行われまして、今回の総会

ではこれまでの抜本的な改正の中で少し足りなかった部分についての規定が充実されたと

いうことでございまして、特に左の枠の中には 2006 年当時のコード、それから今回提案

された改正案、総会の結果ということで右の方に書いてございますけれども、左の 2006

年コードのところを見ていただきますと、１、２、３は基本的に無視できるリスクの国に

ついての生体牛ですとか肉、あるいは肉骨粉等の条件について特段の規定がなかったもの

につきまして、コード改正案では真ん中にございますように、基本的には飼料規制の効果

的実施以降に生まれたというような条項が追加されるという形で、総会の結果もそういう

形で基本的にはある意味では規定の強化がなされたということでございます。これは御案

内のとおり、無視できるリスクの国でありましても、自国でＢＳＥが発生するということ

があっても、それが 11 年以前に生まれたものであれば無視できるリスクの国に区分され

るというコードの改正が 2005 年にございまして、そういったものを受けて飼料規制の効

果的実施以降に生まれたものに生体牛等の貿易を限るというような意味での改正がなされ

て、強化がなされたということでございます。 

 それから、４は、管理された国、あるいは不明なリスクの国のゼラチン、コラーゲンに
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ついての条件でございまして、現在管理されたリスクの国ですとか、不明のリスクの国に

つきましては、由来する骨につきまして、30 カ月齢超ですとか、12 カ月齢超というよう

な規定がございますが、今回の改正提案としては、それは削除する。これはニュージーラ

ンド等がやっております感染実験の結果を踏まえた提案でございましたけれども、各国か

らより慎重に検討すべきであると、日本を含めましてそういうコメントが出されまして、

その改正はもとの原文に戻ったということでございます。 

 また、あわせて、骨由来ゼラチンにつきましては、無条件物品に移行するという提案も

なされましたけれども、これにつきましてもさらに継続して検討する必要があるというこ

とで、継続検討の課題となったということでございます。 

 これがことしの総会の概要でございます。 

 また、今後、来年の総会に向けましてステータス認定ですとか、あるいはコードの改正

案、いろいろな作業が出てくると思います。各委員には現在御意見をいただいておりまし

て、また今後も御意見をいただきたいと思っておりますので、御協力のほどよろしくお願

いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○熊谷委員長 どうもありがとうございました。 

 今のお２人の御説明につきまして何か御意見、あるいは質問ありますか。 

○横山委員 コメントに対する回答がＯＩＥの方からあったのですか。２ページ目、３ペ

ージ目に我が国のコメントと出されていますよね。 

○川島室長 総会では日本側の代表団としてこのコメントについて発言いたしております。

各国からのコメントの結果、科学委員会の評価報告書の中にもございましたけれども、注

文がついている国については引き続き必要な情報の提供をするということが求められてい

るということでございます。 

○熊谷委員長 それでは、ほかによろしいでしょうか。 

 

ＢＳＥの疑似患畜の範囲の見直しについて 

 

○熊谷委員長 それでは、次の議題に移ります。 

 前回も御議論いただきましたけれども、ＢＳＥの疑似患畜の範囲の見直しにつきまして、

今回ＢＳＥアドホックグループのサポーティングドキュメントが入手できたということで、
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これについて事務局から御説明いただきます。 

 なお、本件につきましては、ＢＳＥに関する特定家畜伝染病防疫指針の変更につながる

ものであり、平成 18 年６月 23 日付けで本小委員会が属します食料・農業・農村政策審議

会あてに諮問されておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、説明の方、お願いします。 

○星野補佐 それでは、お手元の資料４－１、それから参考資料といたしまして参考資料

１、２、３、４、そして先生方におかれましては論文のコピーも御用意させていただいて

ございます。 

 それでは、資料４－１から説明させていただきます。 

 ＢＳＥの疑似患畜の見直しということで、まず我が国のＢＳＥの疑似患畜の取り扱いに

つきましては、国際獣疫事務局ＯＩＥのＢＳＥコードを参考にしながら、ＢＳＥに関する

特定家畜伝染病防疫指針で規定してございますが、今御説明がございましたとおり、ＯＩ

Ｅにおきまして昨年１月に開催されましたＢＳＥのアドホックの委員会におきましてＢＳ

Ｅ発生時に処分あるいは検査が必要な牛の範囲ということが検討されております。その中

てのこの四角の枠囲みで実験的な根拠でありますとか、医学的な根拠、いずれにつきまし

ても雌雄生殖器がＢＳＥ病原体の伝達リスク要素であるということを示していないとの結

論がなされました。 

 これを受けまして、昨年３月に開催さたれたＢＳＥコード委員会の中でも雌の患畜から

誕生しました動物が必ずしもＢＳＥに暴露されているとは限らず、一般的な牛群よりも高

いリスクを有するとは考えられないということで、次のページへいっていただきますが、

ＢＳＥのＯＩＥにおけるコードが改正されました。 

 このＯＩＥのコードの中で、四角の枠組みでは特に下線部の部分が削除されたわけです

けれども、昨年の総会の中で、ＢＳＥ発生時に処分が必要な牛の範囲ということで、ＢＳ

Ｅ症状が発病前２年以内、または発病後にＢＳＥ感染の雌牛から生まれたすべての産子と

いうことが削除されました。具体的にどういうことかといいますと、５ページに図を用意

させていただきましたので、見てください。 

 こちらはＢＳＥ疑似患畜の範囲ということで、ＯＩＥコードと並びで国内の指針の中に

盛り込んでありますものを図として落としてみたわけですが、まず１つ目、青い矢印のと

ころは、１歳以内の患畜と１歳になるまでに同居し、かつ同じ飼料を給与されていた牛と

いうことで範囲が措置されてございます。これにつきましては、飼料給与歴が不明な場合
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においては、患畜が生まれた日の前後１年以内に当該農場で生まれた牛ということも含ま

れてございますが、基本的には１歳以内の患畜と１歳になるまでに同居し、かつ同じ飼料

を給与された牛ということ。 

 それから、２つ目、これは今回削除された、あるいは我々が改正の諮問をさせていただ

いたところなのですが、赤い矢印のところなのですけれども、患畜が発症する前２年以内

及び発症後、患畜から生まれたすべての産子ということで、ここのところの疑似患畜の範

囲につきましてＯＩＥの方で削除されましたので、昨年諮問させていただいたところでご

ざいます。 

 また戻っていただきまして、２ページになりますが、こういったことから、我が国にお

きます疑似患畜の範囲の見直しということで、昨年諮問させていただきました。ここまで

は昨年の議論と同じことなんですけれども、その際にＯＩＥにおけるレポートが当時まだ

示されてございませんでしたので、今回その資料を参考資料４として入手いたしました。

これは先生方には事前にそれぞれお配りさせていただき、また論文の方も関係するものは

お配りさせていただいたところでございますが、これらをもとに本日御検討をお願いした

いと思います。 

 なお、参考資料１と２につきましてですが、まず参考資料１につきましては、ＥＵにお

きましても、疑似患畜という言葉を使っているわけではないのですが、同じようにＢＳＥ

とう汰、感染牛が見つかったときに、同じ範囲でＢＳＥとう汰牛を検査しているわけです

けれども、2003 年から 2006 年までそれぞれ検査対象頭数においての陽性頭数が出ている

のですが、この中でも産子が陽性となった事例はございません。 

 また、参考資料２ですが、これは我が国の措置なんですけれども、33 例目までそれぞ

れ疑似患畜ということで特定し、そのうち患畜の産子が全部で 24 頭出てございますが、

これらについてもＢＳＥ検査をしてすべて陰性ということで確認されてございます。 

 以上、事務局からの説明でございます。 

○熊谷委員長 それでは、疑似患畜の範囲の見直しにつきまして説明をいただきましたけ

れども、質問、意見などをお願いします。 

○小野寺委員 疑似患畜でＥＵにおけるというところを見ていて、2003 年、2004 年に英

国のデータがないなと思って見ていたのですけれど、当時は英国では余りそういうことを

気にしていなかったのでしょうか。 

○熊谷委員長 事務局の方、ここはいかがですか。 
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 どなたか御存じですか。 

○小野寺委員 多分ＥＵの中に含まれているのかなという気がしないこともないのですけ

れども、どうなんでしょうか。 

 恐らくどこかに、昔、英国が毎年ＢＳＥアニュアルレポートってありますね。そこに多

分入っているとは思います。 

○星野補佐 その点につきましては確認させていただきます。 

○熊谷委員長 私の方でちょっと質問があるのですが、国内の、先ほど参考資料２で、産

子 24 頭の検査、陰性ということなのですが、これは親が発生というか、診断が下ったか、

あるいは死亡して診断、いずれにしても、その日からどのくらいさかのぼった子供かとい

うデータはあるんですか。 

○星野補佐 それぞれの月齢とかということでしょうか。 

○熊谷委員長 産子ですね。 

○星野補佐 産子の月齢ですか。今ちょっと手元にはないのですけれども……。 

○熊谷委員長 ちなみに、一番若いのは……。 

○星野補佐 それも確認させていただきます。 

○山本調整官 国内で、患畜の産子として殺処分検査された 24 頭の月齢ということでよ

ろしいでしょうか。 

○熊谷委員長 そうです。 

○山本調整官 確認しますが、発症するというのは我が国の場合、ほとんどありませんか

ら、今の疑似患畜の規定どおり、若い牛が中心になっております。２年間、発症前２年以

内ということなので、２年以内にさかのぼって、最長で 24 カ月ということになります。 

○横山委員 そのときに、検査を行った月齢がいつなのか。そのＢＳＥの牛から生まれた

子牛であるということは間違いないにしても、２年以内ということはそれだけしか月齢が

たっていない。非常に若い牛の検査をして、陰性でした。だから、垂直感染というか、そ

ういうことは全部ないんですよという保証にはならないのではないかと思うんですけれど

も……。 

○山本調整官 そこは委員の方々に判断していただくことになります。若齢牛です、検査

されているのは。そのリストは追って整理してまたお示しします。 

○吉川委員 そうですかね。 

 と畜場、あるいは死亡牛の 24 カ月ですぐに見つかれば、その子は生まれてすぐですけ
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れど、実際にはと畜場でつかまったケースで若齢牛の２頭を除けば普通の雌はみんな４歳

とか５歳以上でしょう。それが例えば７歳で見つかって、２年前にさかのぼれば、その子

は既に５歳ということなんじゃないですか。24 カ月。 

 そうじゃなくて、その個体が最後に産んだ２歳以内の牛ということですか。 

○山本調整官 そうです。患畜が確認されて、２年さかのぼっての産子なので、24 カ月

ですね。 

○吉川委員 それでは検出をやったとしても多分検出不可能で、それをもって垂直感染が

ないということにはとてもならないと思いますね。 

○山本調整官 このデータは、我が国で疑似患畜がどれだけいるというデータでありまし

て、今回疑似患畜の範囲が見直しになったのは、ＯＩＥのアドホックグループで実験的デ

ータ、疫学的データで見ておりますので、この我が国のデータはあくまで参考ということ

になります。 

○熊谷委員長 ほかにありますか。 

○横山委員 資料４－１の２ページ目で、ＯＩＥコードの改正点がありますが、リスク不

明の国ではＯＩＥはどういうふうに考えているんですか、このバースコホートの問題。 

○川島室長 ＯＩＥのコードは管理されているリスクの国については、先ほど言いました

ように、規定が削除されているのですけれども、不明のリスクについてはそういう規定を

満たさない国という規定になっていますので、要はそれを処分するとか、しないとか、そ

ういうことが全くわからない国が基本的に不明のリスク国になっているということであり

ます。 

○姫田動物衛生課長 私どもの方の参考資料２は、先ほども調整官が申し上げたように、

あくまでも我が国の状況ということでお知らせしたあれなので、むしろ前回の御議論の中

で参考資料４なり、その後につけております原文のものを基本に御議論いただければと思

っております。いずれにしても参考資料４の中の実験でデータ等を御評価いただきたいと

我々は考えているところでございます。 

○熊谷委員長 一応参考資料のサポーティングドキュメントを動物衛生課の方で翻訳して

いただいた部分があります。 

 実験データと疫学データ、２種類、このサポーティングドキュメントでは今までの報告

をレビューするような形になっています。 

 実験データの方は、胎盤を含めた生殖器、そういったものの投与実験、それで感染、発
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病が見られないということ。 

 それから、精液についてもかなり数の多い実験が行われているということですね。 

 かなり初期の段階でそこらは大分実験が重ねられて、セーフだろうということになって

いるわけです。 

 それから、発症牛由来の子宮とか羊水、それから胎盤も投与実験があったと思いますが、

そういったもの。 

 それから、ここには書いてありませんけれども、たしか事務局の方で配付していただい

た中に、ミルクの中にＰｒＰのＢＳＥを検出するという、たしかそういう実験があったと

思います。それでも検出できないということですね。 

 実験的にはほとんど垂直感染を否定するような実験ということで、ミルク以外のものに

ついてはここに書いてあるとおりではないかと思います。 

 それから、疫学データの方は、ここに書いてある最初の報告がかなり悩ましいもので、

ＢＳＥ陽性雌牛の産子 316 頭ですね。それから、それと似たり寄ったりの農場、同じ農場

にいたＢＳＥに罹患していない６歳を超えた雌牛から出生した産子 316 を対象群として、

その後、それらを別の農場に移して、管理下で発症するかどうかということを調べたとい

う、そういう疫学データです。 

 これは途中に書いてありますように、統計学上有意なリスクの違いがあったということ

で、その違いが 9.7％、相対リスクが 3.2 倍という、そういうものです。 

 ただ、その後にこの報告書では遺伝的な要因とほかに証拠がない真の母子伝達の要因と

を区別することはできないとしています。それは要するにＢＳＥ発症牛を母親とする子供

というのは遺伝的に発症しやすいのかもしれないという、そういう考え方だと思います。 

 同じ著者というか、同じ研究者が後でまた 2002 年に出した報告では、産子のリスクは

著しく低いというふうに報告していて、ですから前の報告にちょっと変更を加えた形にな

ろうかと思います。かなり産子のリスクは低いというふうに報告しています。いずれも疫

学データです。 

 それがここに書いてある疫学データの最初の段落で、次の段落は、ＢＳＥに罹患した肉

用繁殖雌牛の産子において、ＢＳＥ陽性牛は１頭も確認できなかったということで、生乳

も直接的な接触も伝達の要因とは考えにくいということを示唆する知見であるというふう

にしています。ただ、これは例数が結構少ないので、その点を加味して判断する必要があ

るのだろうと、これは私の考えですけれども、というふうに思われます。そうであっても、
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一応子供に陽性牛が見当たらないということは確認できたということですね。 

 それから、最後の方に受精卵について書いてあって、これは随分前にも広く認識されて

いると思いますけれども、結論としてはということで、実験的根拠及び疫学的根拠のいず

れも雌雄生殖器がＢＳＥ病原体の伝達のリスク要素であると示していないという結論的な

部分で終わっています。 

 一応判断材料としてはこんなところなのだろうと考えられるのではないかと思いますけ

れども、なかなかデータが――一番悩ましいのは、1997 年でしたか、316 頭を使った疫学

データで、それを覆すというか、それは後で同じ研究者が訂正するような形になりました

けれども、それがちょっと悩ましい部分で、その他はすべて否定的、つまり垂直感染は否

定的であるということですね。 

 いずれにしましても垂直感染はかなり低いリスクなのだろうというふうに考えることが

できるのではないかと思っているのですけれども、いかがでしょうか。 

○小野寺委員 1997 年に報告されたワイルスミスですか、その論文のことですけれども、

実際に投稿されたのはそれより２年ぐらい前の話で、1995 年、それ以前の英国の牛を用

いてやっているわけですね。ですから、本来、それが果たしていいのかどうかというのは

フィードバンが完全に実行されていないということがあるものですから、結局コントロー

ルというか、対照群自身もえさの中に交差汚染か何かかもしれませんけれども、ＢＳＥの

材料を食べているわけですね。食べても対照群そのものが果たして対照群になり得るのか

という話になってしまうわけですね。ですから、そこは果たしてこれがいい論文か、悪い

論文かという話になるんですね。それに関して一応統計的に分類して、遺伝的な要因と環

境的な要因というのをうまく分けたのでしょうけれども、これはあくまでもそういうこと

だけの問題ですから、余り理想的な実験というか、調査とは言えないということにはなる

かと思うんですね。 

 本当は英国の牛ではなくて、できればニュージーランドか何から持ってきた牛も一緒に

横に置いといて、そういうのも１つの別な対照群として用いたらいいのかなと僕は思いま

すけれども、大体論文というのはどこかに穴があるものだと。特にこの時期の論文はそう

思います。 

○吉川委員 今の参考資料４のここは従来ＯＩＥが無条件物品の中で定義している国際的

な是正勧告を受けて安全とされている受精卵及び精子についての安全性の科学的根拠を述

べた項目であって、垂直感染によるコホート群を除くべきだという根拠の項目ではないで
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すよね。 

 それともこれを去年の質問に対して科学アドホック委員会がコホートから除く根拠だと

して日本に送ってきた答えなんですか。 

○星野補佐 これはアドホックの委員会の中でこのレポートが出され、結論づけられ、そ

れでＯＩＥコードの中でこれを受けて、先ほど御説明させていただいたような形で改正が

されたということでございます。 

○吉川委員 だんだん去年の議論を思い出してきたのですけれども、去年このコードを改

正するに当たって、既にわかっていたデータに対してどういう科学的な新しい根拠があっ

たから生後２年間のものを外すのかというのがよくわからない。ＯＩＥの説明としては。

使われていた資料はすべて前からわかっていたことであって、ドイツでしたかね、どこか

ので新しく胎盤その他を感受性に回すか、あれに打って、ないというデータが新しく示さ

れただけであって、それを受け入れるかどうかという議論をしたときに、そのデータだけ

では母子感染、子供が生まれてくるというすべての過程に関して科学的に証明したと言え

ないのではないかという疑問が残ったように私は思い出したんですけれど。 

 だから、もし資料としてその後にＯＩＥの科学委員会から、いや、さらにこういうデー

タがあったのだというような説明があったのか、なかったのかを最初にはっきりさせてく

れた方が議論は進行しやすいと思います。 

○星野補佐 昨年の段階では参考資料４ということでサポーティングドキュメント全体が

示されてなくて、確かに先生おっしゃるとおり、ＯＩＥの方で、特にサポーティングドキ

ュメントの参考資料４の２枚目の真ん中あたり、日本語訳でいいますと、「別の研究では、

発症牛由来の子宮小丘及び羊水が高感受性トランスジェニックマウスに接種されたが、感

染性は全く確認されなかった」、ブッシュマンのレポートのこれが示されたというふうに

と思います。それで全体どういう議論がされたのか、レポートがこのときなかったもので

すから、今回いろんな全体版を入手させていただいたのがまさに参考資料４のこの形でご

ざいます。 

 先生が今御紹介いただきました新しいレポートというのが先ほどのブッシュマンらのレ

ポートなのですけれども、その中ではＢＳＥ発症牛由来のサンプルでＢＳＥ感染性が認め

られたのは中枢神経、末梢神経、遠位回腸のみで、ヒツジのスクレーピーで感染性が認め

られるような脾臓などのリンパ組織や初乳、尿膜腔液、子宮小丘などは認められないとい

うことで結論づけられたのが昨年、これは御紹介させていただいたと思いますが、これだ
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けはわかったのですけれど、そのほか、全体が今回参考資料４として手に入ったというこ

とでございます。 

○片峰委員 僕はあんまり出ていなかったのであれなんですけれど、恐らくバーティカル

トランスミッションがゼロだということは実験的にも疫学的にも絶対言えないと思うんで

すね。そういった意味では要するに非常に低いということはいいと思うんですけれど、そ

れがリーズナブルな低さなのかどうかという、そこら辺のエバリュエーションだという観

点でよろしいんですね。 

○小野寺委員 そうですね。 

○片峰委員 ということになると、これも議論されたのかわかりませんけれど、いわゆる

感染環を見る動物実験ですね。これは八十数カ月見てという話なのですけれど、実際タイ

ターとしてはゼロとは言えないので、何ぼ以下ぐらいの感じで、例えばどれくらいの感度

があるものなのかどうか、もし横山先生でも御存じだったら教えてほしいと思います。 

○横山委員 実験的には全く垂直感染を示す、または生殖器関連の組織からのＢＳＥプリ

オンは検出されていません。牛型のトランスジェニックマウスを使った希釈実験だと、マ

ウスの脳に接種できるのは 20 マイクロリットルという、そこが律速段階になるのですけ

れども、10％の乳剤で換算すると 1000ＩＤ50／ｇというのがマウスのトランスミッション

の検出限界だろうというふうに考えています。 

○片峰委員 1000……。 

○横山委員 1000。10 の３乗ですね。 

○片峰委員 牛を使ってもそんなものですか。 

○横山委員 論文的には牛よりも 10 倍組換えマウスの方が感度が高いと言われています。 

○片峰委員 それが 10 の３乗ということですね。 

○横山委員 ええ。 

○片峰委員 それでは 10 の３乗以下であるということですね。 

○横山委員 以下である。 

○片峰委員 それをどう考えるかということだと思うんですけれど。 

 あと、エピデミオノロジーの方のコホートというのは、小野寺先生、どういうコホート

なんでしょう、具体的には。 

○小野寺委員 疑似患畜ですね。 

○片峰委員 ある牧場を特定して、そこでコホートをつくってということですか。 
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○小野寺委員 そういうことですね。ＯＩＥのコホートはそういうことで、一番最初に説

明がありましたね。同じえさを食べて、しかもそれが１年以内とか。 

 もう１つ、ヨーロッパのコホートはそれに今まであれが入っていたんですね、産子が。 

○星野補佐 感染患畜が見つかったときに、農場単位でまず１歳以内の患畜と１歳になる

まで同居して、かつ同じえさを給与されていた、各農場単位なんですけれども。それから

患畜が発症する前２年以内、また発症した後、患畜から生まれた産子すべてということに

なってございます。 

○片峰委員 例えば生まれたときの親牛の状況によっては違うんですか。 

 患畜から生まれた牛と、発症する前に感染していた牛といろんな状況があると思うんで

すけれど。 

○小野寺委員 みんな患畜として見ている。 

○片峰委員 みんな患畜ですか。 

○小野寺委員 そうです。ＢＳＥが見つかれば。 

○星野補佐 ＢＳＥ確認検査で陽性になればみんな患畜という言い方をします。ＢＳＥ感

染牛が患畜なんですけれども、それが１頭見つかると、その牛と親子の関係があるのか、

あるいはその牛の経歴、生まれたときの農場にさかのぼって、そこで一緒に飼養管理され

ていたのかどうか、その点について調査して特定していく。 

○片峰委員 それをケースとコントロールに分けて２群で比較したという話ですね。要す

るに患畜群と非患畜群。 

○吉川委員 この実験はそうです。ワイルスミスがやったのはかなりしっかりした実験で

……。 

○小野寺委員 しっかりしたというか、ウエスタンブロットはやっていなかったと思いま

したが……。 

○吉川委員 あくまで臨床牛と健康牛で、それから生まれた子供を追ってＢＳＥを発症し

たか、しないかというケースコントロールをやって、データそのものとすれば科学的では

あると思うんですけれどね。 

○小野寺委員 環境条件が英国でない方がよかったかなということなんですが……。 

○片峰委員 問題として、コホートとしてはそれなりに正しいコホート、ケースとコント

ロール群を比較されているけれど、要するに数が少し少ないんだという理解でよろしいん

ですか。 
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○吉川委員 むしろ数は十分で、統計的にもデータ的には獣疫学の教科書に載っているく

らいちゃんとしているのですけれど、実際には背景の汚染がイギリスだったので、それを

どう補正するかというのが非常に難しいということで、最初に見積もったよりも多分実際

には垂直感染例は低かったのだろうというのが２回目の論文になった。最初の論文ではか

なり統計的な有意差がカイ二乗限定するときれいにあるという答えで、予防措置をとった

んですね、国際的に。ただ、その後、そういう例がそんなにないのではないかというので

ＯＩＥがここに検討材料として挙げてきた。 

○星野補佐 なお、先ほど小野寺委員から御質問がございましたＥＵのとう汰牛の 2003

年、４年の英国の状況なんですけれども、これは検査陽性頭数だけの国名をあらわしてい

まして、英国もこの内訳に入ってございますが、陽性頭数がありませんでしたので、こち

らには国名として記載されてございません。 

○熊谷委員長 これは垂直感染はいかなる場合もしないのだというのを証明するというの

は恐らくできないと思うんですね。一応現行我が国では飼料に回らない仕組みをつくって

いる。それから、検査をして、出た場合には丸ごと廃棄するという手段を講じている中で

この条項が入るのと入らないのとでどの程度差があるか。そういうことだと思います。 

○金子委員 バイオロジカルエビデンスで、横山先生がおっしゃったとおりだと思うんで

すけれど、非常に低いリスクがあった場合、あるかどうかという懸念は母集団の数による

と思うんです。例えば人のバリエントＣＪＤの場合は、何千万人も暴露されたために、リ

スクが低くても患者が出てきたということがありますが、この場合は監視の対象頭数が６、

７年で 24 頭ですよね。母集団の規模が非常に少ないわけですから、先ほどの検出感度で

検出できないようなリスクであれば、余り大きな問題にはならないのではないかと思いま

す。 

○熊谷委員長 いかがでしょうか。 

 一応そういう対策を講じている中で産子を通常牛と同じにしてもほとんど変わらないだ

ろうという考え方ができるかどうかという、そこですね。今回ＯＩＥがこういうふうに削

除するというふうな方向になりましたので、国際的な整合性といいますか、そこらも考慮

してどうかという、最終的にはそういう判断になろうかと思います。 

○川島室長 事務局の方からで恐縮なんですが、先ほど横山委員から御質問のあったＯＩ

Ｅのコードで不明のリスクの国についての御質問で、私は区分されるときの要件にはそれ

は入っていないというふうに申し上げたのですけれども、不明のリスクは結局そういう要
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件を満たすことができない国なので、実態がわからない国はすべて不明のリスク国に入る

のですけれども、いざ貿易をするときには一定の条件が課せられることになっていまして、

やはり産子のコホートについては不明のリスク国からの生体牛の輸出であっても条件は求

められていない。管理されたリスクの国と同様に産子コホートに関する規定は不明のリス

クの国についても削除されている。コード上はそういうことでございます。 

○横山委員 １ついいでしょうか。ちょっと視点を変えて考えたときに、確かにＢＳＥの

垂直感染というのは非常に無視できるだろうと。そういう報告で、実際ＯＩＥの中でもほ

とんどそういう議論で進んでいるのも事実なのでしょうが、いざ生まれた子牛、患畜、ま

たは発症期に近いような病気の牛から生まれた牛を人の食料にする。病気から生まれたも

のを食品にするのだという、リスク云々ではなくて、もっと食の健全性ということを考え

たときに、これっていいのかなという疑問を少し持ちます。 

○熊谷委員長 これはほかの疾病についてはどういうふうになっていますか。 

○山本調整官 感染症であれば、垂直感染とかいろいろな感染形態を含めて抗体検査など

もして普通の感染症であれば疑似患畜の範囲を通常決めていくということになります。 

 健全性というのはどういう観点からかわかりませんが、生まれて、健康で、食品衛生法

なり、と畜場法の話になりますけれども、当該牛がちゃんと生まれて、健康に育っていれ

ば、そこは制度上問題になるものではない。 

○小野寺委員 ＢＳＥの場合はほかの感染症と異なり、食品にする場合、特定危険部位を

外すとかを行っています。特に日本の場合は検査をして、もし仮にそれが病気の牛から生

まれた牛でも仮にそれを食品にするということになったら、それはＢＳＥ検査をしてから

やるわけですね。ですから、それは食の安全的には余り問題にはならないと思うんです。

特に日本の場合ですね。 

○吉川委員 科学的な考え方と行政的な対応というのは一致している方が麗しいとは思う

んですけれども、恐らく 2001 年から、あるいは 2002 年から後にとった対策がかなり有効

であるとすれば、2001 年より前に汚染された牛で、既に６歳から７歳になって、それ以

上の歳で生き残っているグループがこれからと畜場に来て見つかるとしても、恐らく十数

頭を超さないと思うんですね。その中の雌牛が２年以内に産んだ牛という、逆算すると恐

らく十数頭かそんなものだろうと思うんですね。行政的な対応として考えればその十数頭

を疑似患畜として扱うか、扱わないかという、その管理措置について科学者はどう思うか

という疑問を問われていると考えていいわけですかね。 
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○姫田動物衛生課長 おっしゃるとおりですが、基本的には行政としてどうするかという

ことの御指針をいただきたいと考えているところですし、その中で国際的な整合性の問題、

それからリスクの問題を考えていきただきたいと思っています。 

 もう１つは、今、小野寺先生がおっしゃったように、これは疑似患畜から外しても、厚

労省の施策としてはＳＲＭの除去と、それからの 21 カ月齢以上の全頭検査というのは当

然引っかかってまいりますし、私どもも万が一ＢＳＥ患畜が発生した場合は、従来から疑

似患畜であるかどうかという確認をとっておりますので、これはトレーサビリティで確実

にとれますので、それはそのときに疑似患畜が範囲から外れても産子コホートかどうかと

いうことは私ども確認していきたいと考えております。 

○吉川委員 多分従来どおりの格好で陽性牛の産子を 24 カ月以内で殺処分した限りはど

んなに調べても、もしその可能性があったとしても検出できないだろうと思います。 

 そうでなくて、今のように疑似患畜ではないけれども、一応 24 カ月以内に生まれた牛

だという格好でトレースをしていって、その牛が長寿を全うしてと畜場に来るか、そのと

きに検査をするという格好になったとしても、恐らく 10 頭から 20 頭の中でその当たりく

じを引くことは多分確率的には私はないだろうと思います。科学的に言えというなら、そ

う思うという答えになると思います。 

○熊谷委員長 ほかにこの産子を外すということについて、これは心配だからそうはしな

い方がいいだろうという御意見ありますか。恐らく管理にかかわることをここで議論する

ことになるので、これをしないことによるデメリットなども恐らくあるのだろうという、

そこも考慮に入れて産子を疑似患畜を外すということについて反対意見というか、いかが

でしょうか。非常に微妙なところなのかもしれないんですけれど……。 

 それでは、もしないようでしたら、疑似患畜の範囲から産子を除外した場合のリスクの

変化というのは無視できるぐらいに恐らく低いのだろうということで、患畜の産子は疑似

患畜の範囲から除外するということで差し支えないという判断でよろしいでしょうか。 

○吉川委員 範囲から外すということは反対しませんけれども、先ほど言われたように、

トレーサビリティができているので、その場で 24 カ月以下のを殺す必要はないけれども、

疑似患畜という範囲からは外すけれども、トレーサビリティとして追跡調査をする。ある

いはそれから生まれた子についてもトレーサビリティを追うことはできるわけですから、

一応ほかのグループよりは非常に低くても多少そこにはリスクの違いがあるという認識で、

トレースをするということを条件に疑似患畜から外すという考えをとったらどうでしょう
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か。 

○姫田動物衛生課長 もしそれでよろしければ、吉川先生がおっしゃったように、疑似患

畜から外しても、産子コホートについてはトレースさせていただくということ。そして、

もう１代ですか。 

○吉川委員 その子が陰性であれば構わないと思うんですけれど、もしそこで陽性に当た

れば、その子もトレース対象になるという……。 

○姫田動物衛生課長 そういうことでトレースさせていただくことを約束したいと思いま

す。 

○熊谷委員長 それでは、トレースを条件にこの疑似患畜の見直しについては本委員会と

して了承し、その旨家畜衛生部会に報告したいと思います。 

 この件につきまして事務局は今後どのように進めていかれますか。 

○山本調整官 今回の疑似患畜の範囲の見直しはトレースをするということも付記した上

で御了承いただいたということで、今後の予定になりますが、防疫指針の改正ということ

になりますので、パブリックコメントを行うということになります。30 日間ホームペー

ジに掲載して、広く国民の皆さんの意見を募集いたします。その結果等を受けて防疫指針

の一部改正作業を行っていきたいと考えております。パブリックコメントを経て、軽微な

修正等がございましたら委員長と相談させていただいて決定させていただきたいと思いま

す。 

 最終案につきましては家畜衛生部会に報告して答申をいただくということになりますが、

それでよろしいでしょうか。 

○熊谷委員長 今の御説明でよろしいでしょうか。 

 それでは、それでお願いします。 

 

   ＢＳＥに係るリスク管理型研究について 

    （１）ＢＳＥの感染源及び感染経路に関する疫学調査 

    （２）各国及び我が国のＢＳＥサーベイランスの分析・評価に関する研究 

 

○熊谷委員長 それでは、続きまして、ＢＳＥに係るリスク管理型研究について、牛海綿

状脳症の感染源及び感染経路の調査、それから各国及び我が国のＢＳＥサーベイランスの

分析・評価に関する研究の２課題についての報告をいただきたいと思います。 
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 最初に感染源、感染経路の調査についてまず事務局よりお願いします。 

○石川補佐 畜水産安全管理課の石川でございます。 

 それでは、事務局より御説明いたします。資料は５－１でございます。 

 この疫学研究報告書でございますけれども、農林水産省からの委託研究という形で 17

年、18 年にかけまして実施された成果を取りまとめものでございます。 

 まずは委託研究の報告を受けました側として事務局より概要を御説明し、その後、補足

説明がございましたら研究総括者の吉川先生の方からお願いしたいと思います。 

 それでは、資料に沿って御説明します。 

 第１部の１ページ目、３枚目の裏側になると思いますけれども、そこの 1.4 というとこ

ろをごらんください。まず調査の目的でございますけれども、我が国のＢＳＥの汚染原因

の究明と原因究明を通じた我が国におけますＢＳＥ対策を検討することを目的に調査を行

っております。 

 調査の基本方針でございますけれども、同じページの下段をごらんください。 

 ①としまして、原因究明に当たって、飼料規制の実施時期の観点から３つの期間に区分

して考えております。すなわち 1996 年４月の反すう動物飼料への反すう動物の組織の使

用禁止通知以前が１つ目。２つ目が 1996 年４月から 2001 年 10 月の反すう動物の飼料へ

の反すう動物の組織の使用禁止等の以前。３つ目が 2001 年 10 月以降でございます。 

 ②でございますけれども、本報告書は３部構成となっております。１部目にリスクシナ

リオの作成とその検証、第２部としましてケースコントロール研究、第３部としまして動

物油脂の特性、製造方法等を報告しております。 

 ③でございますけれども、データ解析につきましては、統計学的手法を用いた定量的解

析によることを基本とし、困難な場合には定性的評価を行うこととしております。 

 これ以降具体的な調査結果を御報告いたしますけれども、時間の関係で、先ほど３部構

成と申しましたけれども、第１部を中心として御説明いたします。 

 ２ページ目をごらんください。具体的な戦略でございます。 

 第１部ではまず原因究明に必要な背景要因の分析を行いまして、続いてＢＳＥ陽性牛に

つきまして地理的、時系列的に６つに群別して解析を行いました。 

 群別の具体的な考え方でございますけれども、図１をごらんください。 

 反すう動物の飼料への反すう動物の組織の使用禁止の通知を行う前の 1995 年、96 年生

まれのグループをＡ群としまして、Ａ群より前に生まれました群をプレＡ群といたしまし
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た。1999 年生まれの九州の１例をＢ群、北海道の 1999 年から 2001 年生まれをＣ群、反

すう動物由来組織の飼料への利用の法的完全禁止等の前後に生まれました若齢陽性牛をＤ

群、それ以降に生まれた群をポストＤ群と、６つに区分いたしました。 

 ちなみに、ポストＤ群につきましては、現時点でＢＳＥ陽性牛は確認されておりません。 

 各群につきまして可能性のあるすべてのシナリオを作成し、検証を行いました。 

 ４ページ目をごらんください。これ以降、我が国のＢＳＥ汚染の背景要因について分析

しております。 

 ４ページ目から 13 ページ目に我が国の飼養牛の実態を分析しており、主な項目をかい

つまんで御説明いたしますと、５ページ目でございます。５ページ目には、地域別の肉用

牛、乳用牛の飼養頭数とその割合。ここでは地域によって飼養される牛の種類が異なるこ

とを述べております。 

 続きまして、８ページ目に飛びます。８ページ目でございますけれども、我が国の牛の

と畜状況。ここでは牛の種類と性別によってと畜月齢が異なることを述べております。 

 １枚おめくりいただきまして 10 ページ目になります。牛の種類別、飼養ステージ別の

給与飼料の状況を記載しております。ただし、ここには過去の飼料製造、給与実態につい

ても触れておりますことに御留意いただきたいと思います。 

 続いて、駆け足になりますけれども、13 ページ目をごらんください。肉用牛及び乳用

牛の地域的な偏りということで、ここではＢＳＥ発生地域の偏在は、牛の種類の地域偏在

が影響したことは否定できないことを述べております。 

 次に、14 ページ目から 20 ページ目に我が国のＢＳＥ汚染状況の背景を分析しておりま

す。主な項目でございますけれども、14 ページ目には、と畜場等の分布。ここでは化製

場は地場産業としての性格が強いこと、配合飼料の流通域も比較的限定していることを述

べております。 

 その具体的な事例としまして、15 ページ目になりますけれども、北海道の配合飼料工

場と化製場との関係が述べられております。 

 続いて、17 ページ目から 19 ページ目でございます。我が国におきますＢＳＥの侵入リ

スクとしまして、英国、ドイツ等からの生体牛の輸入というのが１点。２点目としまして、

19 ページ目でございますけれども、イタリア等からの肉骨粉の輸入。３点目としまして、

同じページでございますけれども、オランダ等からの動物性油脂等の輸入。この３つを掲

げて分析しております。詳細につきましてはこの後御説明いたします作業仮説とその検証
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のところで御説明いたします。 

 20 ページ目をごらんください。20 ページ目には飼料規制の実施時期の観点から区分し

た３つの期間ごとに我が国へのＢＳＥ侵入リスク、リスク管理措置の実施状況、及びＳＲ

Ｍ処理を踏まえましたステータス評価を行っております。1996 年４月以前はＧＢＲⅢ、

2001 年 10 月以降はＧＢＲⅠと考えられると述べております。 

 続きまして、21 ページ目以降でございますけれども、ここからが我が国のＢＳＥ汚染

の仮説と検証となります。 

 21 ページ目から 23 ページ目ではＢＳＥサーベイランスの実施状況、肉骨粉や動物性油

脂に対する飼料規制、生体牛等の輸入規制、個体識別といった我が国で講じられておりま

すＢＳＥ発生まん延防止等に対しますリスク管理措置について述べられております。この

内容については、委員の先生方、既に御承知のことと思いますので、割愛させていただき

ます。 

 24 ページ目から 25 ページ目でございます。これが今回の分析に用いました 32 例の概

要を示しております。発生事例の生年月日、品種、産地等について分析されております。 

 この分析をもとに 27 ページ目に飛びますけれども、中段あたりをごらんください。日

本におけますＢＳＥ発生の特性をヨーロッパの状況と比較分析しております。ここで５点

ほど述べられておりますので御説明いたします。 

 １つ目としまして、ヨーロッパに比べて我が国の発生状況、汚染規模は比較的小さいこ

と。 

 ２番目としまして、地域的な偏りがあること。 

 ３番目としまして、ヨーロッパと同様、乳用牛を中心に汚染が進んだと考えられること。 

 ４番目として、不連続に散発的発生という形をとったことが示唆されるということと、

北海道以外では国内増幅は起こらなかった可能性が強いことを述べております。 

 ５番目としまして、1996 年後半から 1998 年までの海外からのリスク因子の侵入はなか

ったということが評価されております。 

 このことから、先ほど冒頭で述べました６つに群別して解析を行うこととしております。 

 また、29 ページ目に図がございますれども、これは統計学的な処理をしております。

統計学的にもプレＡ群、Ａ群、Ｃ群などは同一な群ではない。いわゆる独立した発生であ

る可能性が示唆された旨を述べております。 

 続きまして、ＢＳＥリスク因子の評価。30 ページ目をごらんください。30 ページ目に
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はＢＳＥの主な感染源として肉骨粉を挙げ、国際関税統計による分類では肉骨粉のほか、

肉粉、骨粉及びグリーブス等を指すし、31 ページ目では動物性油脂とグリーブスのリス

ク評価を行っております。ＥＦＳＡの動物性油脂に関します定量的リスク評価によります

と、最終製品の汚染の確率とその程度、牛への暴露の可能性等を考慮した結果、動物性油

脂が感染源になることを否定しているとしております。 

 １ページ飛ばしまして、33 ページ目をごらんください。肉骨粉の交差汚染のリスク評

価でございますけれども、ＥＦＳＡでは疫学的評価の結果、交差感染の可能性があること

を示しております。最近の報告では、牛飼料に牛肉骨粉の交差汚染が生じる可能性は

0.5％に満たないと報告されているとしております。 

 次に、６群のそれぞれについての仮説と検証ですけれども、34 ページ目の 2.3.2 をご

らんください。 

 まずプレＡ群でございますけれども、これは 1992 年に生まれた事例で、非定型と診断

された１例でございます。この群の仮説としましては、1996 年のＡ群の発生以前に我が

国にＢＳＥ汚染があったか、あるいはなかったかの２つの仮説と検証を行いました。 

 汚染があったという場合でございますけれども、同じページの中段あたりに記載してお

りますけれども、３つの仮説、すなわち１つ目が孤発性である。２つ目が生まれて間もな

い時期の感染である。３つ目が熊本で確認されましたＢ群と同じ時期に感染したことが考

えられるという３つの仮説でございます。 

 結論を申せば、孤発性の可能性が高いということで、Ａ群との関連性は考えにくいとい

うことでございました。 

 36 ページ目の 2.3.3.1 をごらんください。続いて、Ａ群でございます。これは関東と

北海道で発生が確認された群でございます。生年月日が集中していることが、後で説明し

ますＣ群と異なる特徴として述べられております。 

 37 ページ目をごらんください。北海道の発生に着眼しまして、オランダ産動物性油脂

を原因と仮定した場合について述べていますが、その利点としまして、①では、動物性油

脂が汚染しており、これを原料として用いた代用乳が販売されたとすれば、生年月日の集

中を容易に説明することが可能であること。 

 ②では、この代用乳のシェアが 30％程度にもかかわらず、陽性牛すべてで代用乳が給

与されていたことを説明することが可能であること。 

 ③では、オランダ産の動物性油脂の輸入時期と代用乳の製造時期、購入時期を説明する
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ことが可能であることが述べられております。 

 一方、欠点としまして、④では、代用乳が北海道以外の地域でも販売されているにもか

かわらず、北海道以外では発生が見られていないことを説明することが困難であること。 

 ⑤では、オランダの疫学調査とＥＦＳＡのリスク評価では動物性油脂による感染を説明

することは困難と述べております。 

 39 ページ目、2.3.3.2 をごらんください。関東の汚染が北海道と異なるとすれば、英国

から輸入された生体牛由来の肉骨粉を通じて汚染が起こった可能性は否定できないことが

述べられております。 

 続きまして、41 ページ目をごらんください。41 ページ目の 2.3.3.3 でございます。関

東と北海道の汚染が同じとすれば、広域流通した代用乳の可能性を挙げており、その因子

としてオランダ産の動物性油脂の可能性を指摘しております。その可能性を導き出した考

え方としまして、科学的に検証が必要な数字をモデルとして用いているということが述べ

られております。 

 参考までに 41 ページ目から 44 ページ目までの４ページがＢＳＥ感染牛由来の動物性油

脂等がどのくらいの感染能力を有するかを２つのシナリオに分けて分析した内容でござい

ます。細かな数字等ございますので、説明は割愛させていただきます。 

 46 ページ目でございます。46 ページ目に北海道の肉骨粉仮説とサプリメント説を検証

しておりますけれども、結論を申し上げますと、Ａ群の汚染原因としては、否定、もしく

は低いということが結論されております。 

 47 ページ目から 48 ページ目にかけてＡ群の仮説・検証が取りまとめられております。 

 ②は海外からのリスク因子の侵入はオランダ産動物性油脂を原料とした代用乳を除くと

ほかの可能性は極めて低い。 

 ③には、関東と北海道の原因として代用乳の汚染の可能性が考えやすいが、オランダの

疫学調査の結果、またＥＦＳＡのリスク評価といった科学的知見を踏まえると、その結果

と相入れないし、地理的な偏りを説明できないとしております。 

 ④では、関東の汚染は、英国から輸入した生体牛由来の肉骨粉による可能性も否定でき

ない。 

 ⑤には、Ａ工場の飼料が関連した可能性は低いこと。 

 ⑥は、科学的に検証が必要な数字をモデルとして用いている前提で、代用乳のリスクは

無視できないというふうに述べられております。 
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 49 ページ目をごらんください。Ｂ群は１頭のみの発生でございます。これはイタリア

から輸入した肉骨粉が汚染しており、飼料用工場で豚用飼料に用いられたこの肉骨粉が交

差汚染した可能性があると述べられております。 

 続きまして、Ｃ群の評価でございます。50 ページ目になりますけれども、Ｃ群の特徴

としまして、発生地域が北海道に散在し、生年月日がばらついていることがＡ群と異なる

点として指摘されております。下の図では青丸がＡ群、赤丸がＣ群をあらわしております。

このような広がりを見せた要因として、配合飼料工場における交差汚染の可能性等が示唆

されております。 

 51 ページ目をごらんください。青色のＡ群と同じ時期に生まれた牛が３歳半から５歳

齢でレンダリングに入り、その中のＢＳＥ汚染牛が原因となって北海道で汚染を増幅した

可能性が考えられると述べられております。 

 なお、52 ページ目にはＣ群の 15 例で共通した飼料が確認できなかったという調査結果

を取りまとめております。 

 53 ページ目をごらんください。北海道にはドイツから 16 頭の生体牛が輸入されており

ましたけれども、Ｃ群の発生と関連する可能性のある牛は１頭のみで、仮にこの牛が感染

していたとしても、発生地域が北海道に散在していることと、生年月日がばらついている

ことを説明すること困難であるというふうに述べられております。 

 Ｃ群の仮説・検証ですが、取りまとめますと、③にはＣ群の陽性牛に共通して給与され

た飼料は見られないこと。 

 ⑤には、Ａ群の汚染がＣ群の原因となった可能性が考えられ、肉骨粉等の交差汚染によ

る可能性は否定ではないことが述べられております。 

 54 ページ目をごらんください。Ｄ群では飼料規制直後に生まれた２頭で発生が確認さ

れております。この原因としまして、農家での飼料滞留期間を最大半年程度とした場合、

飼料の法規制前に生産されました飼料が農家に滞留しており、一定期間給与されていた可

能性は否定できないと述べております。また、２頭のうちの１頭につきましては、弧発性

の可能性が考えられると結論しております。 

 飼料の法規制後半年の 2004 年４月以後のポストＤ群でございますけれども、この群か

らは現在までのところ全く陽性例は確認されておりません。 

 57 ページ目から 58 ページ目に今述べました各群の結論を述べております。簡潔に要約

しますと、プレＡ群につきましては、弧発性の可能性が考えられるということ。 
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 Ａ群につきましては、統計学的には共通の飼料工場で製造された代用乳が原因となった

可能性が考えられるけれども、オランダの疫学調査結果及びＥＦＳＡのリスク評価等の科

学的知見を踏まえますと、オランダ産の粉末油脂を感染原因とする合理的な説明は困難で

あること。 

 Ｂ群でございますけれども、1999 年に輸入されたイタリア産肉骨粉が汚染しており、

飼料工場で豚用飼料に用いられた肉骨粉が交差汚染した可能性が考えられること。 

 Ｃ群としまして、共通の飼料は見られないけれども、Ａ群が汚染原因となった可能性が

あること。その原因として北海道内の配合飼料工場におけます肉骨粉等の交差汚染により

伝播した可能性は否定できないこと。 

 Ｄ群につきましては、これは２頭でございますけれども、１頭は弧発性の可能性が考え

られること。残り１頭につきましては、飼料規制の法制化前に生産されました飼料が農家

に滞留して、それを給与したことが原因となった可能性は否定できないとを述べておりま

す。 

 60 ページ目の 3.3.2 をごらんください。ここはＥＵの状況等が書いてございますけれ

ども、最後の４行だけ御説明いたします。 

 ここではＥＵの状況と我が国の状況を比較しまして、2001 年 10 月以降にとったリスク

管理措置が有効であったか否かは今後数年のＢＳＥ検査データと疫学的解析が必要である

としておりますけれども、先行しましたＥＵのデータを参考にすれば、我が国はＢＳＥ封

じ目に成功する可能性が高いと結論されております。 

 また、61 ページ目の中段でございます。これが最後でございますけれども、61 ページ

目の中段あたりには今回の疫学調査では当時の代用乳のリスクは無視できないという結論

になったと述べる一方で、我が国の動物性油脂にかかりますリスク管理につきましては、

ＢＳＥ検査で陰性のもののみを食用に回し、さらに特定危険部位を除去してから食用の動

物性油脂を回収しているので、現在使用されている動物性油脂のリスクは無視できると考

えられると述べおります。 

 以上、大変長い報告でございましたので、駆け足でございますけれども、事務局からの

御説明は以上でございます。 

○熊谷委員長 どうもありがとうございます。 

 吉川委員の方から補足がありましたらお願いいたします。 

○吉川委員 どうも丁寧に説明していただいてありがとうございました。 
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 かなりのボリュームになっていますけれども、最初に言ったように、今紹介されたのは

第１部の中の考えられるすべての仮説をつくった上で、どれが実態と当てはまるのかどう

なのかということを１つずつ確かめていったものですけれども、特に骨格となる最初の汚

染として明らかになったＡ群の原因が何だったかということに関しては、第２部の中で同

じ班員の筒井委員がやっていただいたケースコントロールスタディ、前回の調査のときに

は帯広の門平先生が時間が少なかったこともあって、北海道の近隣農家について、専門用

語で言えばネーバリングコホートというか、近隣対照群と症例群という比較をしましたけ

れども、今回はポピュレーションコントロールという格好で東日本全域を２万軒の酪農農

家から 200 軒ランダムにサンプリングをして、ケースコントロールスタディをしたという

ことで、その結果として統計的に陽性群と対照群の間に非常に偏りがある。無視できない

偏りがあるということになっております。 

 それから、第３部は代用乳の中のリスク因子というのは実際には脂であるわけではなく、

脂の中にまざってくる不溶性不純物という、そこにたん白分核が入るということで、それ

が実際にレンダリング過程の中でできてくる脂の中にどのくらいの不溶性不純物があって、

それが放置されたときにどんな不均一な様相をとるのかということと、現在のレンダリン

グのやり方とこの汚染があった 95～96 年時期のレンダリングの材料とそのやり方につい

て分析したもので、それぞれこの仮説・検証のキーになるデータを出していただきました。

第３部は主に木村先生が現場で材料を採取して、現場の人と一緒に分析をしていただいた

ので、少しそのことについても説明というか、補足しておきたいと思います。 

○熊谷委員長 どうもありがとうございました。 

 御質問、あるいは何か御意見ありますか。 

 ないようでしたら……。 

○堀内委員 Ｃ群の方の原因というのをなかなか読み取ることができなかったのですけれ

ども、Ｃ群の原因はどの辺まで絞り込めたのかというのを教えてください。 

○吉川委員 ちょっと説明が飛びましたけれども、実際に１回目と２回目の流行が起こっ

たのは北海道なので、北海道の乳牛を中心にどういうシナリオが書けるかということを分

析したのですけれども、95 年から６年にかけての汚染群の陽性率と、その後も 96 年後半

から 99 年の前半に至るまで丸２年間同じ、あるいはそれ以上の数のポピュレーションを

北海道で検査するのですけれども、１頭も出てこない。99 年の８月から後に、今摘発群

に当たるわけですけれど、Ｃ群がかなりの陽性率で出てきます。96 年の流行の前の群、
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Ａ群、ポストＡ群、Ｃ群というグループをもう１回それぞれの陽性率についてフィッシャ

ーの正確検定法というので検定すると、それぞれの群は特性として分けて考えるべきだと

いうのが答えなんですね。 

 それから考えると恐らく 95～96 年に最初の汚染が入って、その後、直接北海道に輸入

するケースはドイツの牛しかないのですけれども、国内全体から見れば、相変わらずまだ

イタリアとかデンマークから肉骨粉の輸入とか、アメリカ、カナダから牛の輸入が続いて

いるけれども、そこには汚染がなかった。突然Ｃ群に汚染が始まるということを考えると、

Ａ群からＣ群にちょうど 2001 年の検査が始まる前にと畜場に行ったグループがレンダリ

ングに回ってしまって、第２群の汚染を引き起こしたと考えるのが一番素直ではないかと

いう考えで、食べたものとか、出た時期とか、恐らく推測をたくましくすればＡ群は東の

道東の釧路経由で広がって、Ｃ群は釧路と西よりの苫小牧の中継基地から広がったという

ことと、第１群はほとんど牛農家中心に広がるのに対して、Ｃ群は豚、鶏飼育地域とかな

りのオーバーラップを見せているので、恐らくＣ群の汚染の場合には代用乳だけではなく

て、飼料工場での肉骨粉の交差汚染というものも考慮に入れなければいけないのではない

というふうに考察をしました。 

○両坂委員 先生、魚粉の関係については今回このレポートの中には触れられていないよ

うなのですが、魚粉の危険性については無視できるような状況ということでしょうか。 

○吉川委員 １件だけ途中の調査の中で函館にある魚粉の工場がシナリオの中に入ってき

たことかあるのですけれども、それについて農水省を介して当時の状況を精査したところ、

実際にはそこの名前が上がってきたのは伝票上の操作で上がってきたものであって、実際

に飼料工場にその製品を納めている工場ではないということで除外しました。 

○小野寺委員 木村先生の報告書の一番最後の章ですね。第３部の９ページの一番下をち

ょっと読んでいたのですけれども、油脂はその保存条件とサンプリング場所によって不溶

性不純物の濃度が大きく変動するということが書いてあって、そうするとサンプルによっ

てかなりファンシータローでもたん白濃度が高いのがあるというような言い方なんですか、

日本の場合は。 

○吉川委員 ここで直接分析をしたのは、同じ脂でもイエローグリースの方で、肉骨粉を

つくったときに副生物として分かれてくる脂の方の分析をしたのですけれども、確かに脂

は静置しておくと必ずしも均一ではなくて、どうしても不溶性不純物が下におりてくると

いう性格を持っているので、ファンシータローの場合でも不溶性不純物が入っていれば、
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そういう傾向はあるかもしれませんけれど、もともと食用の脂をとる場所が違いますし、

現在の日本の供給は何度も言われるように陽性牛は全部排除した上で、陰性牛の内臓から

とるということなので、特にファンシータローの不溶性不純物についてはリスクシナリオ

からは議論しなかった。 

○堀内委員 そうすると、Ｃ群の方は国内でリサイクリングが起こった可能性があって、

それが広範なところに入ったという理解で、もう１つ、Ａ群のところで代用乳と人工乳の

原因としての区別が可能がどうかというところをちょっとお聞きしたいんですけれど。 

○吉川委員 私も最初は素人だったのでかなり混乱を起こした部分があったのですけれど、

代用乳というのは初乳を飲ませた後の本当のミルクなんですね。離乳するまでの１カ月か

ら、長いものでは３カ月、平均１カ月ないし１カ月半飲ませて、これはまだ第１胃ができ

上がる前の栄養源で、人工乳というのは、名前は人工乳ですけれども、カウスターターと

呼んでいるものの訳で、これは基本的には配合飼料と変わらないので、胃ができ上がった

ときに、本当の子牛にいく前に与える特殊な配合飼料と考えればいいんで、それから考え

ると、代用乳には基本組成として動物性たん白の由来というのは血しょうたん白とかいう

のを除けば脂に入ってくる不溶性不純物という格好になりますし、カウスターターという

か、人工乳の方には、もし肉骨粉を添加するとすれば、脂というよりは、もし汚染源があ

るとすれば肉骨粉の方になる。だから、代用乳に肉骨粉が入るということはないんですね。

溶けないですから。そこは疫学調査のとき最初のころ結構混乱を起こした。でも、実際は

代用乳というのが人間で言えば人工乳ですから、ミルクで、人工乳というのはミルクでな

い。飼料であるというふうに。 

○堀内委員 その点は理解しているのですけれども、例えば具体的に、今回使われていた

人工乳には原因の可能性のある油脂が入っていなかったのかどうかというようなところを

ちょっとお聞きしたかったんです。 

○吉川委員 多分私の考えでは入っていないと思うんですね。配合飼料は道東の大きな工

場で輸入穀物と合わせてそこで人工乳といわれるカウスターター以降をつくりますけれど

も、代用乳は全く違う関東の工場でつくって、オランダから入れたものにサプリメントと

いうか、いろんなものをまぜて製品としてでき上がったものを道東の方の工場から分配し

たという格好になっているので、全く違うと思います。 

○熊谷委員長 それでは、よろしいでしょうか。先に進みます。 

○石川補佐 事務局から２点あります。 
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 １点は、済みません、資料で訂正がございます。第１部の 36 ページ目の症例１の１～

２カ月齢まて給与されたのが「代用乳Ａ」と書いてございますが、これは「代用乳Ｂ」の

間違いでございます。 

 それと時間が押しているので大変恐縮でございますが、今回の報告書は 32 例目までの

事例をもとに行われたということでございますが、その後、７月に 33 例目が、これはＣ

群に分類されるものだと考えておりますけれども、この点について吉川先生の方から何か

コメント等ございましたらお願いします。 

○吉川委員 33 例目は北海道で出た黒毛和種で、黒毛和種という点では壱岐で出た１例

目の非定型を除けば初めてですけれども、これは長崎の例と違って定型例で、実際の飼育

は混合飼育農家というか、実際は北海道にはそんなにメジャーではないですけれども、乳

牛と一緒に肉牛を飼う農家が複合経営としてあって、このケースの場合は乳牛と同じ環境

で育ってきたという格好になっていて、食べているものも特に変わらないので、ホルスタ

イン雌ではなかったけれども、疫学的にはＣ群に入れても構わないと思っています。ここ

のレポートには間に合わなかったので。 

○熊谷委員長 それでは、この報告書につきましては、大変膨大なデータに基づいてどう

もありがとうございました。 

 続きまして、もう１つの管理型研究、動物衛生研究所の山本主任研究員から「各国及び

我が国のＢＳＥサーベイランスの分析・評価に関する研究」について御説明をお願いしま

す。 

○山本オブザーバー 動物衛生研究所疫学研究チームで主任研究員をやっております山本

と申します。 

 本日は、昨年度まで私ども動物衛生研究所と三菱総合研究所の方で共同研究として農水

省の委託を受けて実施してまいりました「各国及び我が国のＢＳＥサーベイランスの分

析・評価に関する研究」の一部について概要を御説明したいと思います。 

 こちらの事業は、ＢＳＥの方はサーベイランスというものがきちっと実施されていない

と、ただ発生があるのを待っていたのでは正確な発生状況、あるいはそのときの清浄性に

ついて把握できないということで、国際的にもサーベイランスと言われておりますいわゆ

るＢＳＥ検査の最低限の基準ですとか、条件とかそういったものを定めていくなり、評価

するなりしようではないかという動きがございます。そういったことに対応するためにど

ういった対応、あるいは問題点があるのか、アプローチがあるのかということを研究しよ
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うというのが私どもの実施してまいりました事業の内容でございます。 

 基本的には私どもの研究でやりましたのは、１ページに「ねらい」というのが書いてあ

りますけれども、まずは現在検討されておりますＢＳＥの浸潤状況に応じて実施するべき

ＢＳＥサーベイランスのガイドラインというのがＯＩＥコードに定められております。ま

た、このＯＩＥのガイドラインのもとになった仕組みがあるのですけれども、エクセルの

ワークシートみたいなものにサーベイランスのデータを入れることによってＢＳＥの発生

状況とか流行特性とかといったものを考慮して分析してくれるシステムがあるのですけれ

ども、ＢＳｕｒｖＥと言っておりますが、ヨーロッパ等を中心になって開発されたこうい

ったサーベイランスの結果の定量的な評価システムについて分析をするなり、問題点を把

握しようといったのが我々の研究の前半戦だったわけでございます。 

 そうした検討の結果、こういった定量的評価のシステムそのものに統計学ないし数学的

な誤りとか問題点というものはなかったのですけれども、サーベイランスを定量的に評価

しようとする場合に、そのサーベイランスが一体どういった状況でやられてきたのかとい

うことについても注意をする必要があるのではないかと。こういったことについて評価を

しようとする態度が今の国際的な条件づくりの中で抜けている部分があるのではないかと

いうのを第１年度目で指摘をしてまいりました。 

 昨年度の事業として、それではサーベイランスの結果の数値の分析ではなくて、その結

果の信頼性という部分に影響を及ぼしてきています、例えば獣医のシステムはしっかりし

ているかどうか、基準がちゃんとできているのかとか、ちゃんと監視するシステムがある

のかといったことについて評価するシステムを独自に作成してやろうということをターゲ

ットにしてまいりました。 

 その際に用いた手法なんですけれども、３ページに参考で丸四角の中に入れてございま

す。Analytical Hierarchy Process というものを活用してまいりました。ＡＨＰ法と

いうふうに略してまいりますけれども、今申し上げましたような定性的な問題というのは、

例えばある国の監視システムがしっかりしていますかというのを評価しようとしたときに、

なかなか点数という形で相対的な評価が難しいわけですね。１つの問題は人によって評価

が違うということと、もう１つの問題は、信頼性の評価と診断体制の評価をしようとした

ときにどっちが重いのかという評価項目の間の相対的な重みをなかなか客観的につけがた

いという問題がありまして、こういった定性的な評価のプロセスを科学的かつ客観的にし

てやろうという問題意識から社会科学の分野でよく用いられている手法でございます。 
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 この手法は３段階から成るのですけれども、第１段階はまず問題を構造的に分解をして

やろうと。例えば清浄性のサーベイランスの信頼性という問題があれば、それ一体どうい

う細かい問題から成り立っているのか、細分化して、構造化してやるということをいたし

ます。 

 第２段階といたしまして、専門家の意見を集めるのですけれども、その際にリストアッ

プしました細かい要素をすべての１対１の組み合わせで、それぞれ１から 10 まで要素が

あるとしましたら、１と２の間ではどっちが重要か、１と３の間ではどっちが重要かとい

う形で総当たり戦で評点してまいります。 

 第３段階でそういった専門家のそれぞれがした１対１の評点づけというものを数学的に

処理しまして、全体の要素間の重みづけをしてやろうとうことになります。こうした重み

づけができれば、それぞれの要素の点数をつけてやることによって、総合点がかなり客観

的な形で算出されてくるという仕組みになっております。 

 具体的な方法なんですが、２ページ以降で順次説明しておりますけれども、まず今回の

研究の実施に先立ちまして、意見を聞いてまいります専門家を選定してまいりました。Ｂ

ＳＥサーベイランスですとか、診断方法ですとか、衛生行政に関連する専門家の方々から

構成する検討会をつくりまして、こちらを５回にわたって開催することで評価項目の選定

とか、重みづけとか、問題点の洗い出しとか、そういったことをしております。 

 そういった専門家の会議を組織した上で先ほど若干説明しましたけれども、（２）です

が、まず評価項目を洗い出して構造化をしようと。 

 続きまして、（３）ですが、評価指標・評価基準、項目ごとにどういった形で評価をす

るのかという実際の評価の仕方を決めていく。 

 次のページ、３ページになりますが、（４）といたしまして、１対１の点数づけ、ある

いは数学的処理ということで、ＡＨＰ法を用いて評価項目のウエートを設定してまいりま

す。 

 最後に、（５）ですけれども、この仕組みをつくっただけですと実際に使えるのかどう

かよくわかりませんので、私ども民間の機関で限界はありますけれども、ホームページ等

における公表データを用いましてこの仕組みでちゃんと評価できて、合理的な結果が得ら

れるのか検証したということになっております。 

 実際に作成しました評価の仕組みですけれども、５ページ目に構造図のようなものが載

っております。これはサーベイランスの信頼性にかかる評価をしようとするとき、その問
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題がどういった構造から成り立っているのかというものについて検討した結果でございま

す。 

 見ていただきますと、一番左の黄色い四角の中「サーベイランス信頼性に係る評価体

系」とございますが、これがこの体系の最終的な目標ということになります。まず第１段

階でその問題を２つに大きく分けまして、定量的評価に影響をもたらす要素と質的評価に

影響をもたらす要素と大きく分けております。どういうことかといいますと、定量的評価

に影響をもたらす要素というのは、例えばサーベイランスがきちっと数学ないし統計を用

いて計画性をもって用いられているのかどうか、その基礎となるような家畜の飼養頭数と

か、飼養地域とか、そういったものが整備されているのかという問題。あるいはサーベイ

ランス手法についてきちっと実効性のあるものができているのかという問題。あるいはＢ

ＳＥの場合、検査がどういう状況で行われたか。といいますのは、と畜場で普通に健康な

牛から検査したものなのか、あるいはＢＳＥを疑うような症状を示した牛から検査したも

のなのかということが問題になりますので、そういった検査対象区分、こういったものが

客観性をもって実施されているのか、あるいは決まっているのかといったものを評価して

おります。こういった３点につきましては、１－１から３ですけれども、実際にデータそ

のものに影響を与えてきますことから、定量的評価に影響をもたらす要素として、定性的

ながらも定量的、そのうち定量的評価に影響をもたらす要素として区分しております。 

 一方で、２になりますけれども、質的評価に影響をもたらす要素といたしまして、２－

１、こちらは関連制度、サーベイランスの制度について遵守しようという仕組みはどれぐ

らいできているのかという点ですね。内容は法令があるのかとか、その法令の運用の仕組

みについて監査制度があるかとか、あるいは公表といった形で透明性があるかということ

を評価しております。あるいはは検査方法の適切性ですけれども、体制として検査場がち

ゃんとしているかとか、精度管理がちゃんとしているかといった問題について評価してお

ります。 

 それぞれの水色の四角の右下に数字がございます。例えば１－１ですと 0.17 とか、１

－２ですと 0.15 というものが書いてありますけれども、これがそれぞれの項目の重みに

当たってまいります。ということで、重みということになっていますので、横に合計する

と１になるようなっております。一番最初の段階では２つに分かれていますので、0.5 と

0.5。これはたまたま定量的評価に影響をもたらす要素も質的要素に影響をもたらす要素

も同じ重みで大事だろうということになったために 0.5、0.5 になっております。その下
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に１段落下がりますと、先ほど申しました１－１から３について、0.17、0.15、0.19 と

いうことで、合計 0.5。要するに３つの要素の中で一番重いのは検査対象区分になるだろ

うということで評価したわけでございます。 

 そういう意味では、２－２の検査方法の適切性というのがございますけれども、0.34

という重みがつけられております。そもそも検査薬の精度管理とか、検査体制がいいかげ

んな上ではサーベイランスをそのものが信用ならないのではないかという問題意識に基づ

いてこういった重みが与えられております。 

 次の表３はそれぞれの項目だけ、タイトルですとわかりませんので、内容がどういうこ

とを指しているのかというのを誤解がないように細かく説明したものでございます。 

 ８ページにいきますと、表４がございまして、今度はそれぞれの項目についてどういっ

た形で点数をつけるのかという点数の基準を書いております。 

 こういった形で公表データ、あるいは正式に相手国に要求して得られたデータを得て各

項目について点数をつけます。点数をつけたものに先ほどの図２でお示ししました重みを

掛けてやって、重みを掛けた後の点数を全項目で合計してやると、サーベイランスの信頼

性という問題についてのその国の得点が出てくるということになっております。 

 そういった形で結果が得られるわけですが、１つの結果の見せ方としては、11 ページ

に図３というものがございまして、こういう五角形のレーダーチャートというのですけれ

ども、それぞれの五角形の辺が信頼性を構成する要素でありますサーベイランスの計画性

ですとか、手法の実効性、あるいは検査対象区分とかそういった個々の図５で示した中項

目の部分を５つ並べまして、そのそれぞれが５点満点とするとどの辺にあるのかというの

がわかるわけです。こういった形で評価されてくると、例えば五角形が満遍なく大きけれ

ば、その国は満遍なく信頼性に関する情勢は整っているなということが把握できる。逆に

右下のＦという国については全体について小さくなっているわけなんですけれども、こう

いった国についてはサーベイランスの数字が上がってきても信頼性については疑問を挟む

余地があるのであろうということが結論として得られるということになっております。 

 最後に、12 ページになりますが、この我々がつくりました評価体系というものはどう

いう使われ方をすればよいのかということを示してございます。こちらにはあくまでもイ

メージなんですけれども、上から２つ目のサーベイランスの信頼性の評価というのが本研

究の成果に当たります。当然一番上はサーベイランスの結果に基づく有病率の推定、いわ

ゆる定量的なサーベイランスの評価というものがくるのですが、この定量的な評価と私ど
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もの提唱しております信頼性の評価というものを合わせることによって、真ん中の四角い

絵がございますが、サーベイランス総合評価という形で、信頼性と数字的な有病率という

ものが概念的に言えばグッドとバッドということで、両方よければよりよいというような

評価ができるのではないか。これはサーベイランスについての総合評価ということになり

ますので、ＢＳＥ全体のリスクという意味ではほかに、下の四角に書いてありますが、例

えばＢＳＥ侵入リスクの評価はどうかとか、ＢＳＥまん延防止の評価はどうかとか、そう

いったＢＳＥのリスクに係る諸要因というものを考慮した上で、一番下の各国のＢＳＥリ

スクの評価というものが最終的に可能になるのではないかと。こういった全体の取り組み

の中で我々の研究がある一定の役割を果たせればいいかなと考えております。 

 説明は以上でございます。 

○熊谷委員長 今の御説明の研究につきまして、質問、あるいは意見、ありますでしょか。 

○小野寺委員 リスク管理型研究で、たしか僕は評価委員か何かさせられたと思うんです、

スタートのときにですね。これはそもそもの趣旨はＢＳＥサーベイランスにおけるコスト

とベネフィットがどうバランスをとるかという話だったのですけれども、それに対する結

論というのは最終的にどうなのでしょうか。 

○石川補佐 御指摘した事業につきましては、実は山本研究員のところではなくて、うち

が今まさに走っていて、19 年度で終了する課題でございまして、これについてはまた終

了した後に御報告させていただきたいと存じます。申しわけございません。 

○吉川委員 一番最後の 12 ページのモデルの表でちょっと伺いたいんですけれど、例え

ばＸ国が侵入リスクはＡで、まん延防止もＡなんだけれど、サーベイランスがサボってい

てＣのときはＢＳＥのリスクは総合評価としては何になるんですか。 

○山本オブザーバー これは我々の研究のフォーカスから外れてくるのですが、それぞれ

全体の評価をしていくときに、それぞれの評価の中で入ってくる情報ですとか、出てくる

情報の重みとかというものはその都度やっていく中で見えてくると思うんですね。そうい

ったものも考慮する中で、同じＡでも違う大きさのＡなわけです、言ってみれば。そうい

うことを考慮する中で総合評価というものはまた検討されていくべきではないかというふ

うに考えております。そういう意味ではＡが５つで、Ｃが１つだと必ずＡで、Ａが１つで、

Ｃが５つあるとＣではなくて、Ａでも項目によって重みが違うということも考慮しながら

評価していく必要があるのかなと考えております。 

○熊谷委員長 ほかにありますか。 
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 それでは、いろいろ御意見いただきましたが、まだおありかもしれませんが、時間もか

なり押していますので、そのほか、この機会に提案、あるいは助言等ありますでしょうか。 

 かなり茫漠としたあれなんですけれど、この委員会として何か……。 

 

そ  の  他 

 

○熊谷委員長 もしありませんようでしたら、事務局から何かありますか。 

○姫田動物衛生課長 飼料用の豚由来の血しょうたん白については、既にこの委員会で御

評価いただいて、あるいは食品安全委員会で御評価いただいて、現在動物性加工たん白質、

確実に豚由来のものということで、国内のものについては利用させていただいているとこ

ろでございます。あわせまして、同等の措置が担保される動物性加工たん白の輸入検疫上

の取り扱いについて御報告させていただきたいと思っております。 

 まず、この件については事前に先生方にも御相談いたしまして、飼料用の豚由来血しょ

うたん白につきましては、豚専用のと畜場と製造施設であるということ、それからすべて

の工程で牛由来のものの混入を回避して、クロスコンタミネーションが確実に防止される

ような管理措置の確認が重要であるという意見を既にいただいているところでございます。

これは国内、海外を問わずということで考えさせていただきまして、米国の豚由来血しょ

うたん白の利用について、現在防疫官と飼料検査担当官を米国に派遣しているところでご

ざいます。そういう面で、豚由来であるということの確実性、クロスコンタミネーション

の防止ということを確認して、施設について承認していきたいと考えております。 

 また、肥料用の豚骨炭につきましては、豚由来の骨であるということの確認、それから

800 度で８時間の加熱の確認ということが重要であるとの御意見をいただいておりまして、

これらについても今後現地調査の結果を踏まえまして、国内と同等のリスク管理措置がと

られているということを確認の上で、各国と家畜衛生条件を取り決め、あるいは輸入停止

措置の解除をしていきたいと思っております。 

 いずれにしてもすべて施設についてきちっといわゆるクロスコンタミ、あるいは豚由来

であるということの確認はしっかりしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○熊谷委員長 ただいまの事務局の案に対しまして何か御意見ありますか。 

 特にないようでしたら、それでは豚の血しょうたん白、豚骨炭の取り扱いについては本
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委員会として承認するということでよろしいでしょうか。 

 それでは、そうさせていただきます。 

 本件については、どうもありがとうございました。 

○姫田動物衛生課長 どうもありがとうございました。 

 本件につきましては、この委員会だけではなくて、食品安全委員会の事務局の方にも情

報提供しておきたいと考えています。場合によっては吉川先生が委員長をされております

けれど、プリオン専門調査会の方にも御報告させていただくことになると思っております。

それは事務局の方と御相談させていただきます。 

○山本調整官 そのほかにということで、この終了後、ちょっと時間が押していますので、

午後２時ぐらいになるかもわかりませんが、本日の概要のプレスリリースと、境課長、姫

田課長、熊谷委員長、吉川委員による記者ブリーフィングを行うこととしております。プ

レスリリースの内容に関しては、委員長に内容を確認していただきたいと考えております

が、それでよろしいでしょうか。 

 

閉      会 

 

○熊谷委員長 それでは、これをもちまして第５回プリオン病小委員会を閉会します。長

時間ありがとうございました。 

 


