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議題：牛海綿状脳症の擬似患畜の範囲の見直しについて

○熊谷小委員長 ：議事の（１）について、事務局より説明をお願いする。

○釘田動物衛生課長： 資料１に基づき説明）（

○熊谷小委員長 ：ただいまの事務局からの説明について意見等あればお願いする。

○品川委員 ：ＥＵにおけるＢＳＥ淘汰牛の検査状況で、検査対象頭数と陽性頭数

の割合はどうなるか。また、他の一般の牛で調べた場合の陽性の割

合との関係はどうなるか。また、ＯＩＥ総会の概要（参考資料２－

１）のと殺前・と殺後の検査は、ＢＳＥ検査なのか。

○釘田動物衛生課長：２点目から。従来、と殺前・と殺後の検査ではＢＳＥの感染の疑い

がないこと、感染が確認されないことという条件がある。これにつ

、 。いて感染の疑い 感染の確認をどのようにするかは書かれていない

臨床症状により判断する場合もあるし、死後の検査で判断する場合

もある。どのレベルで確認するかは書かれていない。

○品川委員 ：これはＢＳＥの検査のことか？

○釘田動物衛生課長：これはＢＳＥのコードなのでＢＳＥ検査のこと。生前・生後検査に

合格することとあるので、当然ＢＳＥだと合格しない。どのような

検査でするかはコードの中に明記されていない。検査のレベルは各

国に任せられている。

○品川委員 ：一応、この検査はＢＳＥの検査ということでよろしいか？

○釘田動物衛生課長：もちろんＢＳＥ検査も含むが、ＢＳＥの検査をやりなさいと書いて

いるわけではない。

○吉川委員 ：大多数の国では、単なる生体牛のと畜場検査と思って解釈しておい

た方がいいのでは、あえて日本のようにと畜場で 頭毎スクリーニ1
ング検査をするという概念はない。

○品川委員 ：それぞれの国の事情があってそうするのはいいが、国内消費の問題

であれば、その国のみの問題だが、輸出がからんできた場合は、そ

うではないのではないか。

○釘田動物衛生課長：ＯＩＥコードは、貿易を行うにあたっての国際基準。国際基準とし
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てはと畜場の生前・生後検査に合格していることを基準するという

こと。どういうレベルでどういう検査を要求するかは貿易を行う当

事間国で話し合って決めるべきこと。

○横山委員 ：そうなると患畜や疑いがある牛由来でないことというのを削除した

ことと同義にはならないと思うのだが。

○釘田動物衛生課長：我々は、同義だと考えている。食肉に供するためにと畜場に搬入さ

れた場合、と殺後でないと検査できない。臨床症状があれば、と畜

場で処理されない。検査（特に生後検査）に合格している事はＢＳ

Ｅ検査を含めて患畜・疑似患畜を排除する手段と理解している。た

だ、すべての国でＢＳＥ検査まで実施しているわけではない。

○品川委員 ：先程、ＢＳＥのコードのことなのでＢＳＥ検査であると言っていた

が、理解しづらい部分がある。

○小野寺委員 ：国によってＢＳＥ検査というのはいろいろあり、国同士がつめる問

題。

○星野課長補佐 ：先程の資料の１－３ですが、全体のデータは手元ありません。

○品川委員 ：同じものがあればこのコホートを含める意味がないという１つの根

拠になると思う。おおよその数字でいいのだが。

○星野課長補佐 ：ヨーロッパのデータが具体的にＯＩＥの判断根拠ではなかったの

で、コホートとなる疑似患畜の検査頭数のデータを探したが、うち

わけは分からない。

○吉川委員 ：コホート群の検査頭数に対する陽性率は、一般の全部まとめた数字

より高いのか低いのか。

○星野課長補佐 ：高い。

○品川委員 ：高い意味合いはどういうことか。これを除外していいのか。

○－－－－ ：産子について削除していいかという議論なので。

○釘田動物衛生課長：平均月齢があるように、１頭１頭の月齢のデータはない。平均月齢

。 、 、は高い コホートとされる産子は 発症から２年以内に生まれた牛

そういう牛が含まれている可能性はほとんど無い。１頭毎の確認は
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できていないが。３０ヶ月未満のＢＳＥ感染牛は、ほとんど確認さ

れておらず、この中にも含まれてないはず。産子コホートではなく

て出生同期のコホートから、これだけのＢＳＥ牛が確認されている

だろうと考えている。

○星野課長補佐 ：と殺牛の２００３年の１万頭あたりに対する発症割合は０．３％。

○横山委員 ：資料１－４の我が国の事情の部分、バースコホートがどのくらいの

比率で含まれているかという資料にはなるが、バースコホートは、

２４ヶ月以内の非常に若い時点、かつ垂直感染は高頻度では起こら

ないという前提上では、ほぼ陰性なのは当然のこと。このままバー

スコホートはすべて大丈夫という物差しには使えない。ＥＵもしく

はイギリスでの高頻度に発生していたときのデータをもとに考えな

いと少し誤解を生じるかもしれない。

○品川委員 ：資料１－３というのは何のために入っているのか。

○星野課長補佐 ：ＯＩＥの方で比較のデータを出していただければ。

○品川委員 ：関連のあるデータならいいが、これは、今判断する上ではまったく

関係のないデータ。

○釘田動物衛生課長：詳細なデータが提供できればよかったが、とりあえずアベイラブル

なデータを。

○品川委員 ：アベイラブルなデータといっても、月齢も違うし、対象牛も違う。

○釘田動物衛生課長：対象牛には、産子コホートが入っているはず。陽性牛には産子コホ

ートは入っていない、個別なデータがないので正確なことは申し上

げられないが、そういうことを推測するには参考になる方法。月齢

が非常に高いということ。

○品川委員 ：混乱して分かりにくい。

○吉川委員 ：２００６年１月のアドホックグループの報告書の中でサーベランス

データにもとづいて垂直感染がないと判断したのなら、そのデータ

を出すべき。どのようなデータをどのように分析してそのような結

果に至ったのか訳がわからない。少なくとも今回の改正について２

番を説明できているとは思えない。
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○品川委員 ：吉川先生の話に関連した論文だが。８ページ、羊の場合はどうだっ

たのか。子宮ウテルスというデータはあるが、具体的に組織のどこ

だということはわかっていない、羊の垂直感染の場合、この問題か

あるいは出生後の問題かというところで議論がわかれている、こう

いう形でとりあげてＢＳＥはバーチカルトランスミッションは無い

。 。んだという根拠にはならないのではないか 根拠として十分なのか

実際は、わからないというのが一番、だけどどうも無さそうだとい

うのが言えそうなのか。

○熊谷小委員長 ：生まれた後に汚染部位をなめるか、食べるかという可能性が。

○品川委員 ：羊だと鼻の方の問題も関係があるんじゃないかと推定されている。

○熊谷小委員長 ：そこはこのデータからは読めないということか。

○品川委員 ：牛であるか分かっていない。

○熊谷小委員長 ：他の動物と同様に血液や胎盤組織と子供が接するチャンスがあるの

か。体内に取り込むチャンスがあるのかどうか。

○小野寺委員 ：牛では胎盤からとれた報告はない。羊では明らか。

○吉川委員 ：イギリスで、大規模な実験をやっていたが、最終結果はどうなった

のか。アドホック委員会が本気で議論するなら当然、追跡データに

ついても答えをもらうべき。もし疫学データに基づいて、あるいは

サーベイランスデータに基づいて言うなら、その成績を十分に示す

べきであるし、論文から科学的根拠をとるなら、いくつかの可能性

を考えた上で垂直感染をいかにしてに否定したかという説明がある

べき。

○釘田動物衛生課長：ＥＵのサーベイランスデータ、疫学データは提出を求めているが、

今のところは具体的なデータは提出されていない。さらに、求めて

いきたい。

○藤田委員 ：提出されている論文を拝見すると、何ヶ所かのところについて初乳

のことがあって出てこないということが書いている。現在の科学的

根拠としてある。

○－－－－ ：羊の場合、垂直感染が起きるものでも初乳からは見つかってない、

強調してもしょうがない話。
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○藤田委員 ：今の話は垂直がありうるかどうかを初乳のことで論議している。

○－－－－ ：初乳は垂直感染があるものについても、見つかっていない。

○藤田委員 ：それは羊の場合。羊の胎盤と牛の胎盤でどう違うかということ。

○吉川委員 ：無視できる国と管理された国の産子をはずすということだが、不明

国の疑似患畜・患畜からの産子については対象から外さないという

考えがあるとすれば垂直感染の科学的根拠についてどういう整合性

をもって委員会が判断したのか。

○釘田動物衛生課長：ＯＩＥで議論が行われた記憶はないが、おそらくは不明な国という

のは、ＢＳＥ管理措置もまちまちであり、患畜または疑似患畜の産

子というのは、同じ飼養形態の中でリスクの高いえさを摂取してい

る可能性が他の国より高いため、慎重な対応を残しているというこ

とだと思う。不明なリスク国についてはより慎重な態度で貿易の条

件を定めている。

○片峰委員 ：垂直感染といわれているものは生後まで含むのか。何をもって垂直

感染というのか。子宮内感染、胎盤感染、生後に初乳を飲んだ事に

よる感染はどうなのか。

○一同 ：全部含む。

○－－－－ ：最終目標はＢＳＥコード。

○片峰委員 ：このペーパーだけでは、垂直感染を否定するデータがない。

○釘田動物衛生課長：垂直感染が起こっている証拠がないということ。十分な科学的デー

タも疫学的データがなかった時に、垂直感染の可能性が否定できな

いということで予防的に同じ餌を食べた群と患子というのをコホー

トとして定義した。データの蓄積によって垂直感染が起こっている

ということは証拠がないということで、削除しようということ。こ

の部分を作ったのも、ＯＩＥ委員会なので、彼らがその後の経過を

見て産子コホートは除いていいだろうと判断した。日本の防疫措置

においても、国際基準にのっとった措置をとってきた、国際基準が

変わったこの機会に国際基準に合わせて見直しをするということは

議論していただく必要がある。もし、国際基準は変わったが、日本

では見直さないとするならば、なぜするべきではないのかというこ
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とを議論していただきたい。今年１月、専門家会合で、データをき

。ちんと入手すべきという意見を頂き の事務局にも伝えてあるOIE
しかし、こういった議論に対する反証できるデータは今のところ出

てきていないので明確な反対はしていない。どこの国も反対するこ

となく見直しは採択されているという国際的な議論をよく理解して

ほしい。

○品川委員 ：食の安全がこれだけいわれる中、ムードだけで改正に賛成したりし

ている。これは の不適切な運営と思う。科学的なデータはなOIE
いのに決定は進んでる。

○釘田動物衛生課長：十分なデータがないときに予防的な措置をとるというのはよくある

こと。あいまいなところは残っているかもしれないが少なくとも垂

直感染が起こっていることを示すデータは今のところない。本当に

あるかないかを証明するのはなかなか難しい。我が国の国内の防疫

措置をどう考えるかという議論を今お願いしている。現在感染牛を

追跡して過去２年に生まれた牛は殺処分している、防疫措置として

それをやらなければ国内の のまん延を防げないかどうかといBSE
うこと。例えば２歳未満の牛をと殺して検査をしても感染の可能性

はきわめて低く、また、最終的に死んでいくときは、今の体制の中

。 。であれば検査される その中でデータも蓄積されていくことになる

もしその時に感染していることが分かったとしても、垂直感染だっ

たのか、エサから感染したのかは調査の必要があるが、いずれにし

ても２歳未満で殺されなくてもその牛が病気を広げる原因にもなら

、 。ないし ましてや人の食品としてリスクを高める原因にもならない

、 、BSE SRM検査 全頭検査の体制と 除去の体制が確立しているので

防疫措置として２歳未満の牛を捕まえて殺す必要があるかという議

論をお願いしている。

○品川委員 ：私はそれでいいと思う。しかし、 の方で国際的に決めてそれがOIE
こういうふうに変わってきたので、国内措置もそれに対応した形で

変えるんだという話と、今おっしゃった話とは違う。

○釘田動物衛生課長： は世界の科学者が議論してそういう案を提案している、それにOIE
反対するのであれば、反対する科学的な証拠を出す必要がある。

○品川委員 ：逆にそれを科学者が検討して出されたのであれば、その根拠がはっ

きりとでてないということが問題。国内措置としての話をするのは

結構だと思うが、その大前提となるのは、 での変化があって、OIE
国内も変えようというのは今おっしゃったことと少し違うのではな
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いか。

○星野課長補佐 ：了解。 のデータは引き続きリクエストさせていただく。先生方OIE
も科学原理にあきらかになるようなデータは引き続きリクエストし

たい。

○品川委員 ： とは関係ないが、今釘田課長が言われたような形で、国内をどOIE
うするかを検討する。そういう形でやっていただけるのならその方

がいいと私は思う。なんだか訳のわからない の話で長くなっOIE
てしまう。

○星野課長補佐 ：私の最初の説明の仕方がみなさんの混乱を招いてしまったのかもし

れない。 については宿題ということで。今回、国内措置の改正OIE
について御議論いただきたい。 のコードが改正されたので、こOIE
れに伴い、患畜の産子を擬似患畜とするか検討願いたい。また、Ｂ

ＳＥの対策として擬似患畜を含む全ての牛は、いずれと畜・死亡牛

検査を受けることとなっている。その段階で正しいデータが得られ

る仕組みであることも含めて具体的なご意見を。

○吉川委員 ：今の提案について疑問がある。 を全く無視して、産子も無視しOIE
て日本の事情を考えるなら、疑似患畜はゼロにすると、いずれすべ

てと畜場に来て答えがでるなら、疑似患畜なんかマークをつける必

要ないじゃないかと、それで十分コントロール出来るから日本は疑

似患畜という概念はなくしますと。こういう提案を に対してOIE
やると。こういう考えはありえるということを言ったのか。

○星野課長補佐 ：究極的にはあり得ないかもしれないが、今日はそこまでの議論は考

えていない。

○吉川委員 ：極端に言うならそういうこと、論理からすれば。

○星野課長補佐 ：はい。ただ今の段階で、そこまで議論するのは難しいと思うが、一

方で言えば確かにおっしゃるとおり。最終的になにがしかの検査を

するならば、今すぐやらなくてもよいのではという意見もあるが。

○中川消費・安全局長：今日のプリオン病小委員会の主旨は、 総会でコードが改正さOIE
れた関連で、国内も同じようにパラレルに改正するのか。農水省と

してはそういうことを意識しなければならないので、それについて

。 、 、の妥当性を諮問している １つは のコードそのものについてOIE
加盟国である日本としてその追加的クラリフィケーションを要求す
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る、もう一つは国内の家畜伝染病防疫指針の のところについBSE
て、今のような問題意識をもってなおす必要があるか否かを御議論

いただきたい。

○熊谷小委員長 ：１つはアドホックグループの報告書でサーベイランスデータという

のとエピデミオロジカルインベスティゲーションというのがある

と。要求の仕方もあると思うが、数値的にばっちりしたものを示し

てくださいという要求の仕方か、サジェスチョンを含むような形で

回答を求めるか、いろいろバリエーションがある。数値的にきっち

りとは捉えていない可能性もある、その場合も、ある程度おおまか

なつかみとして、もしかすると持ってるかもしれないということは

考えられるので、そういう仕方でも情報を入手していただきたい。

委員の皆さんの判断に少し役に立つのではという風に考える。もう

一つは、国内措置として産子をはずすかどうかということだが、お

そらく感触としてははずしても問題はなかろうと皆さんお考えと思

うが、 の情報もかたや欲しいと。出来ればそれがあって判断しOIE
た方がすっきりするだろうということじゃないかと思うがいかが

か。まだご意見いただいていない先生方。

○両坂委員 ：生産サイドに接することが多いので、そのような観点で基準の判定

を考えるときに、１３年の発生、１５年の改正時、このような場で

の議論が、直説現場まで通じているという状況ではない。農家ある

いは関係者がスムーズについてこられたのは、いわば国内基準を作

るときに、 基準を基にして、世界と同じ視点で整理がされていOIE
るということで、農家や関係者にご理解いただいた。おそらくこれ

からもいろいろな規制をつくる、あるいは検討するにしても、そう

いう基本的にやらなければならないことをやるところ、影響がでる

ところの協力が必要でないか。従って、 がでてから、現場とBSE
してはいろんな規制に対して非常に従順に従ってきたと思います

が、もし国際基準と違う厳しい設定をするような状況になったとき

には、論理的というか、一般の人にもわかるようなかたちでの説明

が必要。そこが出来ないと、なかなか実際に牛を飼っている人たち

の感覚を の防疫での必要な状態に持っていけない。BSE

○熊谷小委員長 ：理想的には今回変わるという根拠をクリアに示せればいいが、科学

的にすっきりした形で解明するのはまだまだ難しいという状況で、

の結論はでている。パブリケーションで１歩進んだということOIE
はあるが、まだ残っている問題もある中で、サーベイランスとエピ

、 、デミオロジーについて何らかの回答が得られれば それに基づいて

それを取り込んだ形で判断していくと。それで納得していただくと
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いう形かと。

○藤田委員 ：世界的な基準に基づいて、国内措置が決まる。その世界の基準が変

わったから、またそれにあわせていくということ。それが気にくわ

ないなら、科学的データを示して「そうじゃありません」というの

を我が方から言わなければならない。もう一つの方のお話がある、

サーベイランスデータという調査についてのアドホックグループが

ディスカスしたもの、これは聞けばいいと思が、アドホックグルー

プがそこに書いているように、ノーエピデンスだという、無いもの

を証明するというのは非常に難しいのだと思う。聞くということに

ついてはもう一度やってもらおうという手がある。ただ、聞いても

無いものはない。

、 。○横山委員 ：しかし 判断の根拠になったデータは示してもらえるのではないか

○藤田委員 ：ノーエピデンスを証明しろと言ってもできないのではないか。どう

ゆう議論がされたんですかとは聞かなければならない。

○横山委員 ： が起きたというエビデンスは何もないということか。BSE

○藤田委員 ：はい。証拠をだせと言えないのではと思う。

○熊谷小委員長 ：聞き方が結構あると思うが、がっちりした質問だとやはり答えられ

ないという形になり、全然情報が入らないということになるので、

なるべくゆるやかな質問にして、なるべく引き出したい。

○吉川委員 ：実際に本当のことを言っているのなら、当然議論したはず。その時

の検討資料のデータをどういう形であれ送ってくれと。

○横山委員 ：おそらくこちら側にいる人たちも垂直感染の可能性はほとんどない

、 。 、だろう または低いだろうということでは理解できている しかし

じゃあそれをコードの中からはずそうという時の説明がこれででき

るのかどうか、そこの部分を一番心配してる。

○品川委員 ：アドホックグループはサーベイランスという疫学データをもってい

て、バーチカルトランスミッションを示すようなものはないんだと

いう、ですから、それを見せてくださいということ。言葉だけで信

じなさいというのでは困る。

○熊谷小委員長 ：それでは に関してはそれで対応していただき、これは親部会OIE
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というのもありますので、親部会であります家畜衛生部会、それか

らリスク管理行政がとるべき措置を家畜衛生部会でも御議論いただ

ければというふうに考えるが、よろしいか。

一同頷く

○星野課長補佐 ：確認させていただきます。 の方には、引き続き情報の提供に努OIE
めると。後は、家畜衛生部会の方に御議論の全内容をご報告いただ

いて、その時に間に合えば、 の件も検討いただいて、あわせてOIE
御議論いただくということでよろしいか。小委を再度開くか合同で

するか、タイミングはまた考えたい。

○－－－－ ：一応、 の情報も頂きたいと思うのでお願いする。OIE

○星野課長補佐 ：引き続き、パブリックコメントという広く一般にご意見を聞くとい

う方法もあるが。

○一同 ：それはまだ早い。

○星野課長補佐 ：了解。もう一度議論させていただいた後でパブリックコメントを行

いたい。

○阿部委員 ：後１つ議論させていただきたい。資料の１－４を見ると、１例目か

ら２７例目まであって その下に患畜の産子というのが。６歳ぐら

いになったら通常なら４産ぐらいしてていいのが、０であったり１

であったり。出来ればこのへんを調べていただければありがたい。

○－－－－ ：いや、２年以内だから。前に産んでるものは対象にならない。

○阿部委員 ：了解。

○品川委員 ：もう一つ言うなら、５年間調べて２０頭、年間４頭をどうするかと

いう議論だと思うが。

○熊谷小委員長 ：それではよろしいか。

議題： に係るリスク管理型研究についてBSE

○熊谷小委員長 ：議事の（２）について、事務局より説明をお願いする。
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○熊谷課長補佐 ： 資料２－１の説明）（

○熊谷小委員長 ：ただいまの事務局からの説明について意見等あればお願いする

○吉川委員 ：我が国の のサーベイランスの分析の評価は分かるが、日本はBSE
膨大な数のスクリーニングをやっている。それはこのシステムの中

でまったく組み込まないのか、それとも、組み込んだ上でサーベイ

ランスの質的評価というものをやるのか。

○熊谷課長補佐 ：屠畜場における非常に膨大なデータがある、それも勿論検討の材料

として出して行く。死亡牛の方のデータ、発生の割合や固体識別情

報もあり、勿論両サイドをにらんで研究の方進めて行きたい。

○小野寺委員 ：分析は動物衛生研究所か。

○熊谷課長補佐 ：動物衛生研究所です。

○小野寺委員 ：もう少し詳しく知りたい。

○熊谷課長補佐 ：こんどまた、紹介する際に詳しくやります。

○熊谷小委員長 ： というのはなにか。BSurvE

○熊谷課長補佐 ： コードのベースに用いるサーベイランスの分析プログラム。OIE

○釘田動物衛生課長： のこれまでの膨大なサーベイランスデータをもとに作ったモデEU
ルのようなもの。サーベイランスデータから汚染状況なり、発生予

想なりをやるためのもの。

○熊谷小委員長 ：よその国のサーベイランスについても評価をして、出来れば、サー

ベランス結果を補正して示すといったようなことも・・・

○釘田動物衛生課長：補正までは出来るかどうかは疑問。現在、量的な面にだけ注目され

ており少し質的な面で改善できる余地がある。複数の国を並べて、

比較対象することによって、出せるもの。

○熊谷小委員長 ：それではよろしいか。

○吉川委員 ： 資料 － 説明）（ 2 2



- 12 -

○熊谷小委員長 ：オランダのような疫学分析を行った国はほかにないのか。

○吉川委員 ：オランダ以外にはないと思う。

○熊谷小委員長 ：オランダでは、どれ位のデータを分析しているのか。

○吉川委員 ：感染牛のトータルが 頭で、このうち、ケースコントロール研究88
では、陽性牛 頭、コントロール約 頭で評価している。76 190

○熊谷小委員長 ：我が国との関連は確認されているのか。

○吉川委員 ：感染源として、動物性油脂の可能性については否定しており、輸入

肉骨粉が原因と結論づけている。このため、我が国との関連は否定

されていることになる。

○片峰委員 ：長崎の 例目の非定型についても疫学解析をするのか。 とは24 BSE
別ものと考えるがどうか。

○吉川委員 ：日本のみならず、オランダ、フランス、イタリア、ポーランド、米

国で非定型 が確認されており、これがスポラディックなものBSE
か、ジェネティックなものか、そのへんも含めて検討することには

している。 例目の事例についてスイスで説明したら、スイスの24
セブ牛での感染例とパターンが似ていると言われ、当該牛はセブ牛

の系統ではないかと聞かれた。

○杉崎課長補佐 ： 資料 － 説明）（ 2 3

○熊谷小委員長 ：実際に 対策に投じた金額について評価するのか。BSE

○杉崎課長補佐 ：難しい面もあるとは思うが、数千億円単位のレベルでどのような効

BSE果があったかを評価することになると考えている 国としても。 、

対策の予算については評価する必要があるのではないかと考えてい

る。

○小野寺委員 ： では、 対策に国防費並みの予算を投じているので、分けてEU BSE
評価するべき。

○熊谷小委員長 ：それではよろしいか。

議題：食品残さ等利用飼料における安全確保のためのガイドラインについて
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○熊谷小委員長 ：議事の（３）について、事務局より説明をお願いする。

○山谷課長補佐 ： 資料３に基づき説明）（

○熊谷小委員長 ：資料１６ページのＡ飼料の原料は、①食品製造副産物等、②余剰食

品、③事業系調理残さ及び事業系食べ残しの３とおりであるが、調

理残さでＡ飼料とすることは想定されるか。

○山谷課長補佐 ：野菜残さを分別して、Ａ飼料とすることは可能である。

○熊谷小委員長 ：製造業者が不適切な製造をした場合の取り締まりはどうするのか。

○山谷課長補佐 ：飼料安全法の中で対応する。

○横山委員 ：Ａ飼料はどのくらいあるのか。

○山谷課長補佐 ：牛用の飼料は、Ａ飼料である。

○吉川委員 ：ガイドラインを無視して製造した場合のペナルティーはどうなるの

か。

○山谷課長補佐 ：ガイドラインの規定には２種類あり、飼料安全法に基づく事項に抵

触した場合には、罰則規定がある。それ以外については罰則はかか

らないが、ガイドラインを遵守するよう的確に指導していく。

○吉川委員 ：違反した場合に、公表もあり得るのか。

○山谷課長補佐 ：飼料安全法に違反した場合はあり得るが、それ以外はない。

○吉川委員 ：Ａ飼料の範囲内というのは何か。

○山谷課長補佐 ：定義の中で食品副産物として例示しているもののほとんどのものが

Ａ飼料になり得る。

○熊谷小委員長 ：それではよろしいか。

議題：その他

○熊谷小委員長 ：議事の（４）について、事務局より説明をお願いする。
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○星野課長補佐 ： 概要説明）（

○横山委員 ： 資料説明）（

○小野寺委員 ：一つ確認しておきたい、マイクロウェーブ法といいうのは、光の、

○横山委員 ：そうです。

○小野寺委員 ：マイクロウェーブと大きな意味でとられそうだが。

○横山委員 ：スライドの上で反応性を良くするために、

○小野寺委員 ：電子レンジとは違うと

○横山委員 ：はい

○小野寺委員 ：つまり時間を短縮させるためのもので。そこがメリットと。どこが

一番短縮できるのか。

○横山委員 ：オートクレーブだと温度の上下に時間がかかる。２０分でもその前

後に相当時間がかかる。水酸化ナトリウムだと１０分だけ、普通こ

こに２～３時間かかので、時間の短縮になる。

○小野寺委員 ：免疫染色は確かに時間は短くなるかもしれないが。

○横山委員 ：検出感度が落ちない事、末期のものだけではなく、程度の若いもの

も検出できる事も必要。その他の神経症状を示す疾病に関しても非

特異が無いという事。今までのサンプルを使って、水酸化ナトリウ

ムの処理について検討する。

○小野寺委員 ：引用文献に１９９４年の針谷さんの仕事があり、 の迅速診断BSE
法ではずいぶん引用される論文。ドクター・ウェルスやマリオン・

シモンズが と相談して決めたと言っているが、針谷さんの仕OIE
事があった後での仕事だが、彼あたりが納得してればいい。

○横山委員 ：後は、症例・実例を積み重ねて行くことが必要。国際防疫上スタン

ダード化されているものもあり、時間が短いからそれにするという

のはちょっと早計。出来るだけのデータを取って行きたい。また、

診断ををなるべく短時間で終わらせたいという要求をしてある。
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○小野寺委員 ： 年当時イギリスではかなり時間をかけてやっていた。その後1994
かなり短くしたが、現場ではさらに短くして欲しいという要望があ

ると。

○横山委員 ：現行は、免疫染色で当面行って行く。あわせて水酸化ナトリウムの

データを取りつつ、今後の検討材料として使いたい。

○熊谷小委員長 ：例数はだんだん少なくなって行きますので。

○吉川委員 ：二点あります。一つは屠畜場では、時間の要素はかなり要求される

が、サーベイランスでは、正確性というものが重要、まして、屠畜

場では新鮮材料が取れるが、サーベイランスでは必ずしもいつも良

いコンディションの材料がが手に入るとは限らない。慎重に検討さ

れたい。もう一つは、非定型ではエピトープが違うなど抗体を選ぶ

、 。ような問題があり 非定型が出てきた場合にはいろいろ検討が必要

時間が短縮されてハーモナイズするというのも悪いことではない

が、譲れないところは譲れない。

○熊谷小委員長 ：現在のところは農林水産省と厚生労働省でハーモナイズのほうをか

なり細かく見ているということ。

○熊谷小委員長 ：それではよろしいでしょうか、

○星野課長補佐 ：今日の資料、最後のものに関しては委員限りということでお願いし

ます。

○熊谷小委員長 ：最近の情勢についてご説明いただいたが、それに係り、全体として

ご提案・ご助言等ありますか。

○横山委員 ：もう つ。先般のヨーロッパでの会議で、非定型の の話題が1 BSE
出たが、あわせて非定型のスクレイピーがヨーロッパのほうで増加

しているという報告が多数あった。現在 ではなく サーベBSE TSE
ランスで一歳以上の死亡緬山羊についてはすべてスクレイピーでな

、 。いということを調べているが 現行はウエスタンブロットでの検査

ところが、非定型スクレイピーの場合に、どうも の成功性が非PK
常に弱い が溜まっており、かんぬき部では免疫染色がうまくPrPsc
いかないケースも散見されている。非定型のスクレイピーをどう

サーベイランスに組み込んで行くのか、ということを考えなTSE
ければいけない。農林水産省に協力していただいて、非定型スクレ
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イピーがバイオラットのキットで染まるということで、過去 年間3
の サーベイランスでウエスタンブロットで陰性だと確認したTSE

TSE材料について もう一度 洗い直しをしてみようと考えている、 、 。

サーベイランスの手法、どういった形で非定型のスクレイピーを含

めたサーベイランスを行って行くかということをこの委員会の方に

図りたい。その原案についてはこちらの方で作り、御意見があれば

協力をお願いしたい。

○小野寺委員 ：非定型について、フランスでは５０％くらいが サーベイランTSE
。 。スで引っかかっているらしい どっちが非定型か分からないくらい

検出頭数が今までの 倍くらいになってしまうかもしれない。ひょ2
っとしたら新しいマニュアルが必要になるかもしれない。

○熊谷小委員長 ：非定型をリジェクト出来るという事を見出したのは、非定型の症状

が出ているものを対象に、とういうことか。

。 、○横山委員 ：一番最初はノルウェーの例 衰弱した羊を病勢鑑定で調べたところ

非定型のスクレイピーらしいということで。かんぬき部ではなくて

小脳に異常型プリオンが蓄積しやすいという事が知られており、い

ろいろな部位を免疫染色すれば引っかかるということは想定される

、 。が 今は と横並びでかんぬき部ということで検査を行っているBSE

○小野寺委員 ：小脳を取るようなスプーンがあったが、そういうものがないとなか

なか検査出来ないのではないか。

○横山委員 ：かんぬき部でもエライザでは多くの例で検出されている、過去の例

については小脳は検体が無いですから、まず日本には非定型がある

のか無いのか、調べてみて、その上でこの会議に出したい。

○熊谷小委員長 ：非定型というのは、症状が必ずしも無くて、病理所見もない。そう

いうものか。

○吉川委員 ：蓄積してても症状が無い。

○小野寺委員 ：皆がスクレイピーだと認め始めたのは、フランスのトランスジェニ

ックマウス接種実験で病気が出てから。以前は特殊な病気じゃない

かと思われていた。また、潜伏期が結構長く、普通は 歳位から発3
症するが、こっちは４・５歳。

○熊谷小委員長 ：御意見等ありますか。事務局のほうでご連絡ありますか。
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○事務局 ：特にございません。

○熊谷小委員長 ：それでは今日予定している議題をすべて終了いたしました。これを

もちましてプリオン病小委員会を閉会いたします。


