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開 会

○高橋委員長 ただいまから「第４回ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会」を開催した

いと思います。本日は、すべての委員のご出席をいただいております。また、武部農林水

産大臣にご出席いただいておりますので、ごあいさつをいただければと思います。

農林水産大臣挨拶

○武部農林水産大臣 おはようございます。「第４回ＢＳＥ問題に関する調査検討委員

会」の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。

皆様方におかれましては、昨年11月に本委員会を設置いたしまして以降、これまで３回

にわたりましてご議論を賜り、また本日もご多用のところ、ご参集いただきまして、厚く

御礼申し上げたいと存じます。

今回のＢＳＥ問題に関しましては、皆様方に多大なご心配をおかけしておりますが、こ

れまで国民の皆様の不安を解消するとともに、国産牛肉に対する信頼を回復するために、

厚生労働省と連携いたしまして、牛肉の安全性の確保に向けた対応に全力を尽くしてきた

ところでございます。今後も消費者の皆様に安心して食肉を召し上がっていただけるよう

に、ＢＳＥ全頭検査等を的確に実施していくことが必要であろうと、かように存じており

ます。また、牛の個体識別システムを本年度中に確立させまして、これをもとに、今後、

その牛の誕生から育成過程・流通経路を管理・追跡できるトレーサビリティの体制を整備

してまいりたいと考えております。感染原因の究明につきましては、迷宮入りはさせない、

かような強い決意のもとに、農林水産省として最大限の努力をいたしているところでござ

います。今後もその取組を徹底して進めていくことといたしております。さらに、国民の

皆様に正確な情報をお伝えすることを通じて消費の回復を図るとともに、経営対策などの

着実な実施によりまして、ＢＳＥの発生により深刻な影響を受けておられる生産者や関係

業者の方々への万全の対応に努力してまいりたいと、かように存じている次第でございま

す。
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本委員会におきましては、これまでの行政対応上の問題を検証していただき、今後の畜

産・食品衛生行政のあり方についてご検討いただくわけでございますが、私といたしまし

ては、今回の問題に対応していく中で、危機意識の希薄さ、甘さを痛感したところであり

ます。今後の農林水産行政の推進に当たりましては、国民各層、生産者はもとより、とり

わけ消費者とのコミュニケーション、円滑な仕事を行う上での立法府と行政府、役所間・

役所内等のコミュニケーションに努めることが非常に重要であると考えておりまして、１

月最初の職員に対する訓辞におきましても、農林水産省の今年のキーワードはコミュニケ

ーションということを強調させていただいているわけでございます。

これまでの議論の中で、皆様方から行政対応上の問題について、さまざまなご意見をい

ただいているところでございますが、今後も客観的な立場からご議論をいただくと同時に、

精力的にお進め賜りまして、３月を目途に、今後の畜産・食品衛生行政のあり方について

有意義なご提言を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。本日、お集

まりの委員の皆様方には、幅広い視点からの忌憚のないご意見、ご議論を賜りますことを

心から祈念いたしまして、ごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。

○高橋委員長 どうもありがとうございました。

なお、武部農林水産大臣におかれましては、所用のため、途中でご退席されることにな

っておりますので、申し添えておきます。

また本日は遠藤農林水産副大臣にもご出席いただいております。ありがとうございます。

資 料 説 明

○高橋委員長 本日の会議は、予定は12時までとなっておりますが、状況によりまして

は、多少、延長させていただくことがございます。本日も円滑な議事の進行に努めていき

たいと思っておりますので、ご協力のほど、よろしくお願いします。

毎度のことですが、本日の会議も公開とし、傍聴者の方には別室の傍聴室においてテレ

ビモニターにより傍聴していただくことにしております。あわせて会議資料も公開するこ

とにしております。ただし、会議資料については個人の権利利益を害することがないよう、

役職名は公表とするが、個人の氏名については非公開とし、資料の中で空欄とさせていた
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だいております。また、会議については公にすることにより、個人の権利利益を害する恐

れがあると私が判断した場合には、委員会の了承を得た上、非公開とし、非公開の間の議

事の概要については、会議終了後、事務局が記者会見で説明を行うことにいたしたいと思

っております。よろしくお願いします。

それでは議事に入りますので、報道関係の方々は傍聴室の方へお移りいただきたいと思

います。

それでは、議事に入りたいと思います。

本日の議題は、資料の中に全体のスケジュールが入っておりますが、その第４回のとこ

ろでございますが、「昨年８月以降の農林水産省及び厚生労働省の一連の対応とその検

証」について、ご論議いただくことになっております。

まず、事務局から資料の説明をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。

○農林水産省武本企画評価課長 農林水産省大臣官房企画評価課長の武本でございます。

お手元の資料に沿いまして、説明をさせていただきたいと思います。

説明に入ります前に資料の確認をさせていただきたいのですが、資料の最後の方に参考

配布という資料が４つございます。番号を付さなかったものですので、今後、説明する際

に何番目の参考配布かと特定できるように、誠に申しわけございませんが、番号を付して

いただければと思います。参考配布、４つあるうちの一番上の、表題が左側にプレスリリ

ースとなっておりまして、「海綿状脳症に関する検討会議事メモについて」、これを便宜

上、参考配布の１という形にさせていただきたいと思います。その下に「牛海綿状脳症

（ＢＳＥ）に関する行政対応に係る調査について 農林水産省」というのがあると思いま

すが、これを参考配布の２にさせていただきたいと思います。その下に同じ表題でありま

すけれども、「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する行政対応に係る調査について 厚生労働

省」と、これを参考配布の３にさせていただきたいと思います。そして４番目の資料が

「ＢＳＥのリスクに関する有識者の分析等」という表題のものでございまして、これを参

考配布の４という形にさせていただきたいと思います。

それでは、資料の１から説明に入らせていただきます。委員席には、資料１と資料２に

つきましては大きいサイズの資料も用意させていただいておりますので、どちらでも結構

でございますので、まず資料の１をごらんいただきたいと思います。

資料１は、「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）感染牛の発生に係る対応の経緯について」という
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ことでございまして、昨年の８月５日以降の農林水産省、厚生労働省の対応について検証

を行うための資料でございます。

第１回目の時に概要をご説明申し上げましたところでございまして、それ以降、委員の

方々からもご指摘、ご質問がございましたので、そういった中身、内容を加味して作成し

ております。昨年の８月以降の対応については、大きくポイントとなる点は、８月６日に

千葉県食肉衛生検査所に当該牛が持ち込まれてから、ＢＳＥであるということが確認され

たのが９月10日であったわけでありますけれども、それまでの間が１カ月以上たっている

という点であります。もう１つは、９月10日にＢＳＥの発症について公表いたしたわけで

ありますけれども、その際に、当該牛については対外的に焼却処理をしたという発表を行

ったわけでありますが、結果的にはその当該牛はレンダリングに回っていたわけでありま

して、その訂正が９月14日になされたという点がございました。その２点が大きく、その

後の行政対応に対してのさまざまなご指摘を受ける要因となったものと考えられるわけで

あります。

まず第１点目の話でありますけれども、１ページ目でありますが、８月５日に、その農

家が家畜共済の獣医師のアドバイスによりまして、廃用することとしたわけであります。

８月６日に千葉県の食肉衛生検査所に当該牛が持ち込まれまして、その検査所の獣医師に

よりまして、敗血症という診断が下されました。これによりまして、食肉には不適という

ことで全部廃棄の命令が出されております。それと同時に、千葉県の家畜保健衛生所、こ

れはいわゆる畜産サイドの組織になりますけれども、そこがＢＳＥサーベイランスの対象

として当該牛の頭部を引き取って、ここで検体を採取していくわけであります。残りの頭

部以外は化製場へ回り、レンダリング処理されるわけであります。ここで、当時のサーベ

イランスのやり方というか、指導といいましょうか、みておきたいと思います。資料１の

参考というものがございますので、それをごらんいただきたいと思います。

資料１の参考というのは、資料１の農林水産省の対応にかかわる部分に関係する資料を

まとめたものでございまして、１ページ目をごらんいただきたいと思います。１ページ目

に、農林水産省生産局畜産部衛生課長から、これは北海道農政部長に出しているものでご

ざいますけれども、各県、すべて同文でございまして、こういう通知をしております。こ

れは平成13年４月２日付けでございます。この通知文の下から９行目になるのですが、

「本年３月14日に開催された」というところがありますけれども、「第３回牛海綿状脳症

（ＢＳＥ）に関する技術検討会において、現在のサーベイランス体制についても一定の評
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価は得たものの、今後、さらに検査法を充実させるとともに、検査頭数を増やす必要があ

るとの指摘を受けた」ということで、検査頭数を増やすということを主たる目的として、

このサーベイランス要領を出しているということでございます。２ページをごらんいただ

きますと、「牛海綿状脳症サーベイランス要領」というのがついておりますが、その１に

目的といたしまして、このサーベイランスの目的は何かということでありますけれども、

「国内における牛海綿状脳症の清浄性の確認」として行うということが記述されておりま

す。

それで、先ほど頭数を増やすのだということを申し上げましたけれども、その点につき

ましては10ページをごらんいただきたいと思います。10ページに参考といたしまして、

「牛海綿状脳症サーベイランスの流れ」というフローが書いてございます。その図の真ん

中よりも下あたりに「動物衛生研究所へ搬入」という枠があります。そこの中に括弧とし

まして「年間 300検体以上を検査予定」ということで、年間 300検体以上を検査しますよ

ということを各県にご通知してございます。この 300検体の意味なのですが、11ページに

英文の資料を掲げておりますけれども、この資料はＯＩＥが定めておりますサーベイラン

スの際の標本の抽出数というのでしょうか、それについて記述したものでございます。真

ん中より下あたりに表がございまして、左側が50万から 4,000万、右側が50から 433とあ

ります。要するに、左側が24カ月齢以上の国内牛の飼養頭数に対して、どれだけの検体を

取るかということになっておりまして、右側に手書きで、その当時の我が国の24カ月齢以

上の牛の飼養頭数は 200万頭と書いてあります。したがいまして、この 200万頭の水準で

すと、 250万以下の場合、 195頭というようになります。ＯＩＥの基準によれば 195でい

いということになりますが、一応、念のためにということで、その１つ上のランク、つま

り 500万頭規模の 300頭ということでサーベイランスを実施することにしたということで

あったわけであります。

13ページをごらんいただきたいと思います。13ページは事務連絡という形で、平成13年

５月10日に農林水産省から各県の家畜衛生担当者に発出した資料でございます。その文章

の最初の３行に、４月２日に出したのだけれども、その実施状況は数検体と低調だという

ことが書いてあります。その次の行の真ん中より後の方ですが、「消費者の安心を確保す

るには、陰性データの蓄積が何よりも重要と考えている」と。それから１行おいて、「年

間目標 300検体としている検体の大半の検査を今後数カ月のうちに終えたいと考えてい

る」というようなことで、「記」の２のところでありますけれども、「材料収集について
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は、従来の家畜保健衛生所の病性鑑定対応分のみでなく、共済団体、診療獣医師とも連携

して、24カ月齢以上の神経症状を示す牛（起立不能、日射病等幅広に解釈してよい。）の

情報を収集できる体制を至急構築し、廃用とされる場合も含め、家畜保健衛生所、化製場

等あらゆる場所での採材に努めること」ということで、 300検体集めるために対象を広げ

ますということをここで事務連絡を出しています。

15ページをごらんいただきたいのですが、それらを踏まえまして、これは千葉県の農林

水産部の畜産課長から同県健康福祉部の衛生指導課長あての通知でありますけれども、本

文の３行目のところで、「我が国においては本病の発生は確認されておりませんが、消費

者の安心を確保し、国産・県内産畜産物に対する消費者の支持を得るためには、積極的に

サーベイランスを実施し、陰性を証明する必要があります」ということで、「農業共済組

合連合会と連携のもと、起立不能牛等を中心にと畜場において材料採取を実施する計画で

す。つきましては、と畜場における採材について、ご協力頂けますようお願いいたしま

す」という文章が、衛生サイドにお願いとして行っていたということがあったものですか

ら、先ほどの８月６日段階で、と畜場で敗血症と診断された牛が、この農林水産省サイド

のサーベイランスの方に乗っかってきたということになるわけであります。

資料１に戻っていただきたいと思うのですが、８月13日に千葉県の畜産課から衛生課に

対して動物衛生研究所に病性鑑定を依頼した旨のＦＡＸが送られまして、15日には動物衛

生研究所が検体についてプリオニクステストを行って陰性と判定をしております。その旨

の連絡は、衛生課には同日、電子メールで連絡がされたところであります。それで、24日

に千葉県の家畜保健衛生所が病理組織学的検査を実施したところ、当該牛の脳に空胞を発

見したということで、千葉県畜産課へ連絡がございました。千葉県の畜産課から衛生課に

対しまして、左記の事実について電話連絡とＦＡＸ送付がなされたところであります。あ

わせて、これは千葉県からですが、動物衛生研究所のプリオニクステストの結果の確認を

求めてきました。ということは、千葉県は15日の段階の結果がまだわかっていないという

状況にあったわけであります。それと、動物衛生研究所での病理組織の再検査が必要か否

かの確認をしていただきたい旨の要請がなされたところでありますが、衛生課職員が上記

ＦＡＸが送付されたことに気がつかない状態で過ごしています。電話連絡がありましたも

のですから、動物衛生研究所に電話で連絡を試みたところ、担当者不在で連絡できないと

いう状態であったわけであります。そして28日の段階で、24日にＦＡＸが来ていたことに

気がつきまして、動物衛生研究所からの陰性との連絡を確認するとともに、ほかの職員に
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対して次の指示を行っています。独立行政法人の動物衛生研究所への業務連絡の際に、延

髄の空胞が確認された千葉の検体について、上記プリオニクステストの陰性結果を再確認

するということと、再検査の必要性を確認するということ。それから千葉県畜産課に電話

をして、上記プリオニクステストの結果を連絡するということと、動物衛生研究所が再検

査を必要とするということであれば、病理材料を動物衛生研究所に送付するよう連絡する

ということであったわけであります。

29日に、その依頼、指示を受けた職員が動物衛生研究所に電話したところ、担当者不在

で連絡がとれないという状況が続きまして、30日に当該職員が動物衛生研究所に対して、

電話によって、プリオニクステストの結果、陰性であるということを再確認しております。

また、同研究所は衛生課に対しまして、千葉県より病理材料の送付があれば、再検査を行

うという回答があったものですから、当該職員が千葉県畜産課に対し、電話により、上記

のプリオニクステストの陰性結果を連絡するとともに、動物衛生研究所に病理材料を送付

するよう連絡したということになっておりますが、この点は千葉県の認識は違っておりま

して、９月４日ごろに千葉県畜産課が衛生課に対し、電話で再度確認したところ、プリオ

ニクステストの結果は陰性だったが、念のため病理材料を送付するよう指示を受けたとい

うことでありました。このため、千葉県畜産課が千葉県中央家畜保健衛生所に対して病理

材料を動物衛生研究所に送付するよう連絡をしたということで、９月６日に千葉県の方か

ら動物衛生研究所に病理材料が送付され、７日に動物衛生研究所に到着をしたということ

であります。７日に、動物衛生研究所は病理組織学的検査を実施して空胞を確認いたしま

して、翌８日にプリオニクステストの再検査と確定診断法である免疫組織化学的検査に着

手をしたところであります。８日に、プリオニクステストの再検査は陰性であったのであ

りますけれども、引き続き免疫組織化学的検査を実施していたわけでございますので、そ

れが９月10日の15時ごろ、陽性と確認されたということでございます。なお、９月８日に

は千葉県畜産課から衛生課に対しては、当該牛は全部廃棄され、食用に供されていない旨

の電話連絡がなされております。

そのような事態を踏まえまして、生産局長から農林水産大臣に、９時15分の段階で再検

査に入っている旨の状況報告をしております。動物衛生研究所での陽性確認を受けた段階

で、衛生課から千葉県の畜産課に対して、その事実を電話連絡をするとともに、厚生労働

省の監視安全課に対しまして、その事実を連絡をして、その後、往訪して、連携して対応

するように要請をいたしております。17時30分段階で、農林水産大臣、副大臣にＢＳＥを
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疑う牛の確認についての報告を行ったところであり、厚生労働省の監視安全課は、農林水

産省の連絡を受けまして、厚生労働大臣及び厚生労働副大臣にＢＳＥを疑う牛の確認につ

いての報告を行ったところであります。

３ページでありますが、10日でありますけれども、18時30分にＢＳＥの疑いがある牛が

確認された旨の公表を行ったところでありまして、その際に、当該牛についてはすべて廃

棄され、食用には供されていない旨説明をしたところ、記者からの「焼却処分か」との質

問に対し、「食用に供していないということを聞いておりますので、焼却をしたはずでご

ざいます」と応答したところであります。これで、焼却処分という形で伝わっていくわけ

であります。その後に、当該牛の同居牛等の追跡調査等の原因究明のための調査を開始い

たしました。また、同日付で農林水産省牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策本部を設置したとこ

ろであります。他方、厚生労働省におかれては、20時段階で「ＢＳＥを疑う牛の確認につ

いて」をプレスリリースをするとともに、確定診断までの間、当該牛が飼育されていた千

葉の農場の食肉等の販売中止を千葉県に指示するという形で、第１頭目の公表までの間が

過ぎていったわけであります。

それから第２点目が、先ほど申し上げましたように、10日の段階でレンダリングに回っ

ていたものが焼却処分したという形で言ったわけでありますけれども、この点につきまし

ては、１ページに戻っていただきますと、先ほどみていただきましたように、８月６日に

頭部以外は化製場へ回ってレンダリング処理されていたわけであります。それがずっと来

まして、２ページの９月10日の県の対応等の欄ですが、ここで千葉県畜産課は同県衛生指

導課に、ＢＳＥの疑いがある牛が確認されたことを、これは国からの連絡を受けて連絡を

するわけです。それで千葉県の衛生指導課から茨城県生活衛生課に対し、当該牛のレンダ

リングの可能性について調査を依頼したと。要するに、レンダリングに回っているという

ことがわかっていたものですから、その確認をしたということであります。

それから３ページに入っていただきまして、９月11日の欄の県の対応のところですが、

茨城県生活衛生課から千葉県衛生指導課に対し、８月６日に千葉の業者から茨城の業者に

原料――当該牛が含まれていたかについては不明でありますけれども――の搬入があった

こと、さらにその原料はレンダリング処理され、養魚用飼料として出荷されていたこと等

をＦＡＸにて報告がなされているところであります。このＦＡＸが茨城県から千葉県に回

ってきたことを受けて、９月12日の厚生労働省の欄の２つ目の黒ポツになりますが、千葉

県衛生指導課から監視安全課に対し、当該牛はレンダリング処理され、養魚用飼料として
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出荷されていたとの連絡があり、監視安全課は事実関係を確認するよう千葉県に指示をす

るとともに、農林水産省衛生課に対し、当該牛はレンダリング処理され、魚用のエサにな

ったと千葉県から情報があった旨、連絡をいたしております。

それから、県の対応の欄ですけれども、千葉県畜産課が同県衛生指導課から上記ＦＡＸ

を入手いたしまして、農林水産省の対応の欄の12日の３つ目の黒ポツですが、千葉県畜産

課より衛生課に対し、ＦＡＸにて当該牛の処理――焼却処分ではなくレンダリング処理さ

れたこと――について報告がなされております。９月13日に、徳島県畜産課より衛生課に

対し、業者が当該牛に係る肉骨粉を保管しているが、どうすべきか相談があった旨の電話

連絡があり、衛生課の担当班長が衛生課長に対し、千葉県畜産課からの報告と徳島県畜産

課からの連絡の報告をします。衛生課長は衛生課担当班長に対し、大事な問題なので、調

査の上、事実関係を確認整理する旨の指示をしておりますが、畜産部長以上のレベルへの

報告は、この段階ではまだなされておりません。９月14日でありますけれども、前日の衛

生課長の指示を受けて、衛生課の職員が徳島県畜産課に電話をするのですが、連絡がとれ

ないという状況があります。14日の厚生労働省の対応のところですが、農林水産省畜産部

長と食品保健部長が今後の連携強化について協議しています。レンダリングの事実をまだ

知らない段階で、畜産部長は食品保健部長と協議をしているという状況になります。

それから４ページであります。畜産部長は新聞社の取材により、当該牛が焼却されたの

ではなく、レンダリング処理されたらしいということを認識します。知らされるというこ

とになります。直ちに衛生課長に対し、事実関係を整理し、報告するよう指示をいたしま

して、この指示を受けて徳島県に対する連絡をとるよう努めて、連絡がとれ、事実関係を

確認整理し、畜産部長は直ちに、その段階で生産局長に報告をする。生産局長、畜産部長

から農林水産大臣、副大臣に報告がなされ、当該牛が焼却処分ではなく、レンダリング処

理されたということを、この直後に公表をするということになります。あわせまして、当

該牛から生産された肉骨粉については、家畜伝染病予防法に基づき、移動を禁止するとい

う措置をとってございます。

以上のような形で10日から14日の間、県、それから厚生労働省から農林水産省には、情

報の連絡があったわけでありますけれども、対応として、結果的には９月14日になったと

いう状況であります。

９月15日以降につきましては、そこに書いてございますように、まず肉骨粉になってし

まいましたものですから、それはどういう状況になっているのかという確認のための調査
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を実施いたしておりまして、その概要につきましては、配布しております資料１の参考３

にまとめてあります。この資料１の参考３は、平成13年９月19日にプレスリリースした内

容でございまして、「肉骨粉に係る調査結果について」というものでございます。

引き続きまして、あとは皆様ご案内の対策を逐次打っていくという過程に入るわけであ

りまして、９月19日の段階で、厚生労働省におきまして、第２回の研究班会議及び第２回

対策本部を開催しまして、緊急対策としてと畜場におけるＢＳＥスクリーニング検査を次

のとおり強化することを決定――つまり、24カ月齢以上の牛のうち、運動障害、知覚障害、

反射または意識障害等の神経症状が疑われるもの及び全身症状を示すもの全頭と、それか

ら神経症状が疑われない場合であっても、30カ月齢以上の牛について全頭ということで、

と畜場におけるスクリーニング検査の実施が決定――されたわけであります。それを踏ま

えまして、農林水産省のサイドとしては、30カ月齢以上の牛の出荷繰り延べを指導すると

いった対応をとっているところであります。

それから９月21日に、英国の獣医研究所から、ＢＳＥである旨の確定診断の通知が来て、

これで発生が確定したということになります。

９月27日には、農林水産省の対応でありますけれども、農林水産大臣から環境大臣に対

し、肉骨粉の焼却処理が円滑に行われるよう、廃棄物処理行政からの協力の要請を行って

おります。同日の厚生労働省のところでございますけれども、次の５ページに、いわゆる

特定危険部位の焼却処分についての指導を行っております。生後12カ月以上の牛の頭蓋及

び脊髄並びにすべての牛の回腸遠位部を除去し、焼却するということであります。

それから10月１日でございますけれども、肉骨粉の関係につきまして、肉骨粉（鶏、豚

等を含む）の飼料・肥料としての輸入、製造及び販売の一時全面停止を関係団体及び都道

府県知事等を通じて飼料の製造業者等に要請し、４日から実施をするということでござい

ます。10月３日に、厚生労働省の方ではスクリーニング検査の開始を10月18日として、全

国一斉に実施できるよう、都道府県等に協力要請を行っております。それから10月５日の

厚生労働省の欄になりますが、牛由来原材料の点検、保健所への報告、特定危険部位の使

用または混入が認められた場合の原材料変更、当該食品の販売中止を要請しております。

それから10月９日の欄の厚生労働省ですが、と畜場におけるスクリーニング検査の対象を

30カ月齢未満を含めたすべての牛に拡大する方針を決定するということで、これでＥＵを

超えた検査の体制になってまいります。10月10日には、その決定を踏まえて、農林水産省

としても30カ月齢未満も含めた牛の出荷繰り延べ要請をしております。
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その10日に、18日からの全頭検査に向けた技術研修を厚生労働省のサイドでは実施する

わけでありまして、厚生労働省が実施するＢＳＥ技術研修に使用するサンプルを、東京都

中央卸売市場食肉市場より提供を受けます。研修において、スクリーニング検査（エライ

ザ法）を実施したところ、陽性の結果が出てきたわけであります。11日に再度、実施した

ところ、陽性の結果が出てまいりましたので、22時ごろに東京都衛生局にその旨連絡をし

ております。

６ページに入っていただきまして、12日でございます。このエライザ法の段階で、東京

都は今後の対応等について公表をしたわけでありますけれども、農林水産省への連絡は12

日の10時ごろに監視安全課から、その旨の連絡がございました。これを受けまして、農林

水産省としては横浜検疫所でエライザ検査で陽性となった牛の追跡調査等の防疫措置を実

施することとしたわけであります。結果的には、12日の厚生労働省の４つ目の黒ポツであ

りますけれども、ウェスタン・ブロット法の結果、陰性であることを確認し、公表された

わけでありますので、農林水産省としましても、その結果を受けて防疫措置を解除すると

いう運びになった次第であります。

それから10月15日の農林水産省の欄でありますけれども、飼料安全法に基づきまして、

家畜用飼料のうち肉骨粉等を含むものについては、すべて製造・販売・家畜への給与を禁

止するということを決めております。また肥料取締法に基づきまして、肉骨粉等を含む肥

料の家畜への誤用・流用防止のための表示を義務化するということを決めております。

それから10月16日に、厚生労働省ではＢＳＥ感染牛の公表時期を、いろいろ議論があっ

たわけでありますけれども、「確定診断の結果が出た段階」という方針を決めております。

17日に、厚生労働省では、と畜場法施行規則の一部を改正いたしまして、そこに書いてご

ざいますような、特定危険部位の焼却の義務付けを行っております。

それから18日に、全頭検査が開始されることになったわけでありますので、それに伴い

まして、厚生労働大臣、農林水産大臣が共同で記者会見を行っているところでございます。

この同日付で、牛海綿状脳症の検査対応マニュアルの制定を農林水産省は実施しておりま

して、これは農場段階でのサーベイランス対象を拡大するというものでございます。資料

１の参考でいきますと、65ページに対象について記述されておりまして、真ん中あたりに

「２ サーベイランスの実施」と書いてございます。 (1) 、(2) 、(3)という牛を対象に

していくということでありますけれども、 (1)のイというところでありまして、「24カ月

齢以上のもので、上記ア以外の死亡牛。年間 4,500頭」というのがここで決定されまして、
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これ以降、農場段階でのサーベイランスの対象として、死亡牛年間 4,500頭ということで

実施することとしているところであります。

それから10月26日の厚生労働省のところでありますけれども、ＢＳＥ検査の判定方法を、

念のため、以下のように変更する方針を決定するということで、①、②といった形で変更

がなされております。

それから７ページ、11月１日の農林水産省の対応でありますけれども、牛の肉骨粉等の

牛用飼料への混入・誤用・流用を防止する万全の措置を講じることを条件として、鶏、豚

由来の血粉、血しょうたんぱく、フェザーミール等の豚、鶏用飼料、ペットフード及び肥

料としての利用及び既存の蒸製骨粉類の複合肥料としての利用ができるよう、一時停止措

置を解除するという決定をしております。

それで11月19日に、全頭検査を行っている中で北海道のと畜場に搬入された牛１頭につ

いて、スクリーニング検査の結果、陽性と判明され、確定診断においても陽性と確認され

たわけであります。それが11月21日だったわけであります。これに伴いまして、農林水産

省のサイドでは、家畜伝染病予防法に基づき、同居牛の移動制限をかけるといったような

一連の対応を行ったところであります。また11月29日には、厚生労働省の対応であります

けれども、埼玉県のと畜場に搬入された牛１頭について、スクリーニング検査の結果、陽

性と判明され、30日には確定検査を開始し、陽性が確認されたわけであります。これに伴

いまして、農林水産省としましては、家畜伝染病予防法に基づく一連の対応を行っている

ということであります。また30日には、これは昨年の委員会の場でもご報告申し上げまし

たけれども、牛海綿状脳症の感染源及び感染経路の調査についての中間報告をこの日に公

表いたしております。

最後の８ページでございますけれども、12月14日の欄であります。10月18日以降、全頭

検査になったわけでありますが、10月17日以前にと畜解体された牛肉はどうするのかとい

う議論がなされていたわけでありますけれども、この12月14日で焼却することを決定した

わけでございます。

以上が資料１の関係でございます。

資料１の参考４というのが１枚紙でございますけれども、これは現在の「農林水産省及

び厚生労働省の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策本部組織図」ということで、この両省の対策

本部、またそのもとにあります専門家による委員会等々の間の連携を図りながら、対策、

対応を講じているということでございます。
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それから資料２でございます。資料２は、「肉骨粉等の給与に係る国内措置と農業資材

審議会飼料部会における審議経過等について」でございます。これは、第２回の検討委員

会で、事務局から1990年以降の国境措置なり国内措置の説明をいたしました。その際に、

1996年４月に肉骨粉の国内流通について行政指導をするということの対応をしたわけであ

ります。この点については、その時点において、農業資材審議会の飼料部会に法的措置を

することについてご意見を聞いていたところでありますけれども、実際上は2001年まで、

農業資材審議会での議論はなされなかったということを申し上げたところでございます。

その間、そうすると、農業資材審議会は何をやっていたのかというご質問等がございまし

たので、農業資材審議会飼料部会としては、その間、そこに書きましたようなことを検討

していたということの資料でございます。端的に申し上げますと、１ページ目の４月の欄

の「農業資材審議会の審議経過」という欄をみていただきますとわかりますが、諮問事項

の「飼料添加物の指定及び基準・規格の改正等について」ということと「組換え体利用飼

料及び組換え体利用飼料添加物の安全性評価指針の制定について」といったようなことで、

飼料部会では、この後ずっと、組換え農産物をエサなり、エサの添加物について使うこと

の可否について、主として議論を行っております。ちなみに１ページ目の話の後に、３ペ

ージの第17回農業資材審議会の飼料部会、それから４ページの第18回の農業資材審議会飼

料部会、５ページの第19回農業資材審議会飼料部会、６ページの第20回農業資材審議会飼

料部会等々、これ以降も組換え体の議論を行っているということであります。

また、1996年から2001年の間、畜産関係については、さまざまな出来事が起こっており

まして、そのあたりの出来事を、「その他の主な出来事」という欄にまとめてあります。

例えば、２ページ目の５月の欄でありますけれども、米国における大幅減産に伴うとうも

ろこしのシカゴ相場が史上最高値を記録する。８月の欄に、米国産とうもろこしについて、

端境期における旧穀の期末在庫水準が史上最低の 4.4％に低下し、船積みが懸念されると

いったようなことで、３ページの一番上の行政対応の欄でありますけれども、飼料需給安

定のために、備蓄飼料穀物の貸し付け及び政府管理大麦の売り渡しの実施など、さまざま

なことをやっております。

それから２ページ目に戻っていただきますと７月の欄に病原性大腸菌Ｏ-157による食中

毒が集団発生するということで、これは牛のふん便が家畜の体にくっついたままと畜場に

行かないようにしようとか、そのような指導を、この段階で行ったりしています。といっ

たようなことが、るる積み重なっていたという時期にあります。



- 14 -

今、申し上げたような内容については、資料２の参考でとりまとめておりますので、後

ほどごらんいただければと思います。

それから資料３及び３の２をごらんいただきたいと思います。資料３と資料３の２は、

「第３回ＢＳＥ問題調査検討委員会における委員御指摘に関する資料」ということで間に

合ったものをまとめたものでございます。資料３の方は、１番目にＥＵのＢＳＥステータ

ス評価に関して、①ＯＩＥの基準に準拠すべきことを主張すること、②ＥＵのステータス

評価を進めないという６月15日、について政策決定はどのようになされたのかというご指

摘がございました。これは日和佐委員、高橋委員長からのご指摘でございます。２番目が

ＯＩＥのステータス評価の基準ができたのはいつか、ＯＩＥの規律についての国際的な評

価、特にＥＵ以外の国の評価はどうだったのかというご指摘でございました。日和佐委員

からのご指摘でございます。３番目がＷＨＯ勧告の最終報告を入手した後、農業資材審議

会飼料部会で検討を実施しなかった経緯についてという、日和佐委員のご指摘でございま

す。４番目は、1990年６月に行われた英国への調査報告について衛生課で検討し、その後

の対応等についてとりまとめた資料ということであります。高橋委員長のご指摘に対する

ものであります。５番目は山内委員長代理のご指摘の点でございまして、農林水産省の研

究所のＢＳＥ問題への取組についてであります。

資料３の２は、厚生労働省でとりまとめられたものでございますけれども、１番目のＥ

Ｕステータス評価に係る厚生労働省の関与については、高橋委員長からのご指摘によるも

のであります。２番目は山内委員長代理のご指摘によるもので、厚生労働省の研究所のＢ

ＳＥ問題への取組についてであります。第３番目及び第４番目は岩渕委員のご指摘に対応

するものでございます。

続きまして参考配布の１でございますけれども、これは昨年末に委員の皆様方には既に

送付をさせていただいております。平成８年４月８日に開催されました「海綿状脳症に関

する検討会」に関する議事メモが出てまいりましたものですから、それをプレスリリース

したものでございます。

それから参考配布の２と参考配布の３でございます。参考配布の２は、農林水産省が実

施しております「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する行政対応に係る調査について」であり

まして、参考配布の３の方は厚生労働省が実施しております調査でございます。このいず

れもが第３回の委員会におきまして、岩渕委員からのご指摘、またそれに関連する各委員

からのご指摘を踏まえまして、事務局としてその当時の担当された職員の考えなり認識を
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調査することとしたものでございます。どのような調査内容かを、例えば農林水産省の方

を見ていただきたいと思います。表紙をめくっていただきますと、そこに事務連絡という

形で私の名前で関係する職員あてに文書を出しております。２つ目のパラグラフのところ

でありますが、１行目の最後の方、「第３回会合において、委員より、これまでの行政対

応について、どのような状況で、どの部局が、どのような判断で、何を決めたか、何を決

めなかったのかについて、関係者から調査した上、委員会に資料として提出するよう要望

が出されております。これを受け、委員会事務局としては、武部農林水産大臣に説明・了

解の上、これまでの行政対応の検証と今後の行政対応のあり方についての委員会の検討に

資するよう、上記について、可能な範囲で1990年以降の関係者のご認識とお考えをお聞き

することといたしました」ということであります。次のパラグラフの２行目の真ん中であ

りますが、「１月16日（水）までにご返送いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す」ということで、「（申し上げるまでもなく調査にご協力いただけるか否かは任意で

す）」と。その次のパラグラフでありますが、「なお、本調査票は人事上の判断材料に使

用するものではなく（いいかえればこれにより人事上の処分を行い又は不利益を及ぼすた

めのものではありません）、今後の行政のあり方の検討に際し参考とするものです。また、

ご返送いただいた調査票は、本委員会に提出し、公表されますが、調査票の様式のとおり、

氏名、当時の役職名、在職時期等が明らかになるものではありません。さらに、調査票の

回収率、集計結果も併せて本委員会に提出し、公表されることとなりますので、趣旨をご

理解の上ご協力いただきますよう、重ねてお願い申し上げます」といったようなことをお

示ししまして、極力、協力をいただけるような形をとっているところであります。

右側の１ページでありますが、調査票が出ていまして、様式としては、当時の役職、そ

れから記載要領の１にございますように、在職時期に応じて質問１から質問４まで、いず

れかを選択していただき、質問５から10まではすべての方に答えていただくという形をと

っております。２ページ以降、その質問の中身が記述されているということで、1990年以

降、節目節目の時期の対応について、お聞きするという形をとっております。

この調査の結果につきましては、回収の状況等にもよるのでありますけれども、いずれ

にいたしましても、次回の31日の調査検討委員会におきましては、何らかの形であれ、報

告をする方向で検討しております。

参考配布の４でございます。「ＢＳＥのリスクに関する有識者の分析等」というもので

ございます。冒頭の農林水産大臣のごあいさつにもございましたけれども、コミュニケー
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ションといいますか、リスクコミュニケーションというものが非常に重要である、ポイン

トであるということでございます。リスクコミュニケーションをしていく上で、リスクそ

のものをどのように評価するかということが前提として重要になりますし、そのリスクを

どうやって管理していくのかということが明らかになった上で、広く国民に対して、その

リスク発生についてのコミュニケーションをしていくということが、リスク分析論と言わ

れているものでありまして、そういった観点から、ここに掲げられております方々が、今

回のＢＳＥについての分析をまとめているものでございます。もちろん、この４つの論文

がすべてのものを網羅しているわけではございませんし、ここで分析された結果について、

国としてオーソライズしているというものではないわけでありますけれども、有識者の方

々が、先ほど申し上げましたようなリスクコミュニケーションといった手法の重要性を、

それぞれの立場から強調されているということで、参考として配布をさせていただいたも

のでございます。

こういったリスクコミュニケーションの観点というのは、２月の次々回になると思いま

すが、諸外国の対応状況といったものを皆様にご検討していただく際に、１つの重要な要

素になってくるだろうと思っておりまして、いわばそれに向けての予告編といっては何な

のですが、参考までに配布させていただいたものでございます。

１番目が、当委員会の委員もしていただいております小野寺先生の論文になるわけでご

ざいまして、お読みいただければと思いますが、とりわけ４ページ目の最後の節になりま

すけれども、「適切なリスクコミュニケーションの必要性」といったようなことのご指摘

がなされているところでございます。

それから６ページ以降が吉川先生の「日本のＢＳＥを巡る問題」ということでございま

すけれども、この論文につきましては、吉川先生によりますと、ＢＳＥについて、今後、

議論してもらうための素材として、こういう分析のやり方があるという意味で作成した資

料であって、この考え方が絶対的であると、先生自身が思っているものではないというコ

メントがついております。いずれにしましても、リスクコミュニケーションといったもの

を考えていく際には、リスクそのものはどの程度発生する確率があるのかというところか

ら押さえていきませんと、リスクをどうやって管理していくのかということにつながりま

せんし、またそのリスクの発生確率について、広く国民の方々にご理解いただくためにも、

根っこにはリスクの評価というものをやっていかなければならない。その評価の１つの考

え方として、吉川先生がご提示されたものでございます。ＢＳＥが我が国においてどの程
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度発生する確率があるかとか、変異型のＣＪＤに、我が国の場合、どの程度、かかる可能

性があるかといったことを試算しているものでございます。

３番目が近藤先生の論文でございまして、「狂牛病は本当に恐ろしいのか」ということ

で、「英国でもやっていない厳格な全頭検査体制を確立」ということで、先ほど申し上げ

ましたように、全頭検査体制といった一連の措置を講じたところでございます。そういっ

たことを前提に考えていくべきではないかというご指摘でございます。

最後の４番目は国立犀潟病院の池田先生の、これはホームページに掲載されているもの

でございますけれども、「狂牛病の正しい知識」というものでございます。リスク分析の

もとに、ＢＳＥと変異型のＣＪＤについての解説だとか、牛肉の消費低下の要因分析が述

べられております。また、日本における変異型のＣＪＤの発生のリスクについて、これは

英国と日本との相違点から、かなり低いという分析を池田先生はなさっておられます。牛

肉の消費低下の分析についても言及がなされておりまして、その１つの要素として、池田

先生は、現実には得られないゼロリスクを求めるゼロリスク探究症候群も大きな原因では

ないかといったご指摘をなされた上で、このようにならないためには、リスクコミュニケ

ーション技術の学習とリスクコミュニケーションシステムの確立が重要であるといった提

言をなされておられるところであります。以上が参考配布の４でございます。

以上で終わります。

○高橋委員長 どうもありがとうございました。ただいまの説明について、厚生労働省

の方から補足説明がございましたら、お願いします。

○厚生労働省吉岡企画課長 食品保健部企画課長の吉岡でございます。若干、補足説明

をいたします。

先ほど資料の３の２というくくりで前回ご指摘いただきました「委員御指摘に関する資

料」の１ページ目を開けていただきまして、「ＥＵステータス評価に係る厚生労働省の関

与について」ということでございます。最終的には農水省サイドでＥＵステータス評価を

取り下げることになるわけですが、その経緯を前回の委員会以降、とりまめたものでござ

います。

１番目の98年の段階で、農水省が評価を求めるに当たりまして、当時の厚生省から必要

な基礎的なことを情報提供いたしました。

２番目は、これは昨年の１月、２月の段階でございますけれども、前回、この委員会に

提出いたしましたＥＵのステータス評価の案につきましては、昨年２月の、これは農水省
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と厚生労働省の課長レベルの懇談会の場で、この経緯の説明、情報提供をいただいており

ます。

３番が、最終的に評価取り下げに当たりましての経緯でございますけれども、最終的に

は６月20日に、これは外務省を通じて、前回委員会で出しておりました農林水産審議官書

簡の公電案について、当省にも協議がございました。そこに書いてございますように、肉

骨粉政策に係る評価が主な論点であるということで、ここは意見を提出しなかったとござ

いますけれども、正確に申しますと、意見なしとの回答を出しております。

補足説明は以上でございます。

質 疑

○高橋委員長 ありがとうございました。

それでは、ただいま説明いただいことについて、ご質問、ご意見、あるいは資料の新た

なご請求があれば、ご発言いただきたいと思います。

○山内委員長代理 ２点、発言させていただきたいと思います。最初は、８月６日に病

気の牛が検査に回ってから、その後の対応が非常に混乱をしていた件についてですが、私

が思うには、緊急事態に関する計画、緊急対策――こういうリスクが起こった場合に、ど

ういう対応をするかという、そういう計画――が当時、考えられていたのかどうか。清浄

性を目的としたサーベイランスといっておられるのですが、諸外国を見ますと、例えば20

01年の１月には、アメリカはコンティンジェンシープラン、要するにＢＳＥがアメリカで

発生したときにはどうするかという、かなり詳細な、具体的な対応をちゃんと公表してい

るわけです。それから英国のＢＳＥ調査委員会が2000年の報告の中で、英国が犯したミス

の大きなものとして、やはり緊急計画ができていなかったと、そういったことが指摘され

ていたわけですが、日本でそういった面での認識があったのか、またそういう認識に基づ

いた対策が考えられていたのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。

もう１つの点は、動物衛生研究所で確認検査について、これはウェスタン・ブロットと

免疫組織化学検査で確認検査を行った。その時点で、これは確定をしていたというように

考えられるのです。私自身、1996年からずっと、当時の家畜衛生試験場、現在の動物衛生

研究所のプリオン病の研究を評価委員等でフォローしてきておりますが、技術レベルとし
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ては十分に国際的に信頼できるところであったわけです。そこで確定したものがありなが

ら、どうして「疑似」として英国に依頼をして、その英国の結果が出るまで確認ができな

かったのか。恐らく動物衛生研究所からは文書というか、検査データが提出されていると

思うのです。その検査データに基づいて技術検討委員会で議論、これは科学的な面での議

論が行われているはずなのです。ですから、これは資料の請求にもなるわけですが、動物

衛生研究所から提出された検査データ、それから技術検討委員会での議事録、こういった

ところを出していただいた上で、なぜあの時点で日本での確定をした上で再確認という形

で英国に依頼することができなかったのか、お聞きしたいと思います。

○高橋委員長 ２つの質問についてご回答いただきたいと思います。

○農林水産省伊地知衛生課長 衛生課長でございます。

山内委員の第１点目でございます。米国のようなリスクへの対応が準備されていたのか

ということでございますが、私、今、手元に情報を持ち合わせておりませんので、これは

確認をした上で次回、お答えさせていただきたいと思います。

それから２番目の、なぜ英国の国際リファレンス研究所に送付したのか、そのときの動

物衛生研究所からの検査データ並びに議事録ということでございますので、これにつきま

しても次回までに準備をして、提出させて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。

○加倉井委員 関連であります。全く同じ疑問を私ももっておりまして、動物衛生研究

所が陰性と判定して、これでみると、２度陰性と判定しているのです。これは、我々国民

の方からみますと、動物衛生研究所が判定をするのにふさわしくないか、あるいはこのプ

リオニクステストという判定法が間違っているか、どちらかとしか考えられないのです。

この辺を、山内先生の今の質問に対する答えでいいですから、お答えをいただきたい。

それからもう１つは、山内先生もおっしゃったのと同じことですが、何でイギリスに何

週間もたって、わざわざ確認したかというのは、これは国民からみますと、日本には学者

の方、その他、試験検定機関に能力がないからイギリスへ出したのだと、当然考えます。

普通の人だったら、そのように受け取るのが常識です。これは本当なのかどうかです。お

かしいと思いますよね。こういう緊急事態が発生したときの、その対策の第１原則は迅速

ということです。早くなかったら、いろいろなものが消えていくわけです。それをわざわ

ざ１カ月もかけてやる。その中にイギリスへの問い合わせというのが入っているわけです。

これは全くおかしいわけです。こういういろいろなものの積み重ねが国民の不信というも
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の、能力がないのではないかとか、そういうものにつながるわけですから、今の山内先生

のおっしゃったのに関連して、ぜひお答えいただきたいと思います。

○高橋委員長 今の２つの質問について、ご回答いただきたいと思います。

○農林水産省伊地知衛生課長 まず第１点目でございますが、プリオニクス検査がなぜ

陰性であったかということでございます。プリオニクステストにつきましては、ＥＵにお

いて公式に採用されている検査法の１つでございまして、我が国においても、「牛海綿状

脳症に関する技術検討会」の意見をお聞きした上で、そういう検査をやるというサーベイ

ランスでの検査法として採用してきたものでございます。ＥＵにおいて行われた検査法と

他の検査法との比較評価によりますと、陰性である検体を陽性と誤って判定することは少

ないけれども、ＢＳＥの異常プリオンの量が微量であると、検体が陰性と判定されてしま

うことがあるということが示唆をされております。今回のプリオンの量が微量であったた

めに陰性となったということで、そういう結果となったと考えております。

それと第２点目でございますが、なぜわざわざ英国にまで確認をしたのかということで

ございます。対応といたしましては、「疑似患畜」としての対応というものは早急にとら

せていただいたということでございます。隔離とか追跡調査等はやらせていただいた。た

だ念のために、確定診断のために英国に送るということで、これにつきましては９月11日

の「第５回牛海綿状脳症に関する技術検討会並びに第１回牛海綿状脳症防疫委員会」の中

で、英国獣医研究所に送付すべきであるとの助言がなされまして、それを踏まえてお送り

したということでございます。

○山内委員長代理 今の件ですが、まずプリオニクステストに関しては、これは確かに

検出感度が低い傾向があるので、今回の千葉のサンプルに関しては、後で濃縮をした上で

プリオニクステストをやったら陽性になったということも聞いております。もともとプリ

オニクステストは簡易迅速検査法であって、一方、通常のウェスタン・ブロット、もしく

は免疫組織化学検査、これは確認検査であって、現在、全頭検査でも行われているもので

あります。ですから、そちらの確認検査が陽性であって、片一方の迅速検査の方が陰性で

あっても、同等にみなすことはできないというように、私は考えたわけです。

それから「疑似患畜」にするというのは、これは科学者の立場からいいますと、やはり

科学的にちゃんと診断をしたものが行政的に疑似とされてしまうというのは、これは大変

困ったことであって、私は本来、やはり陽性のものは陽性と考えるべきだと思うのです。

その上で、再確認を英国に依頼したのであれば、それは納得はできると思います。前に配
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られた資料をみますと、第１回目は英国の方で調べて、第２回目からはもう日本でやって

も大丈夫であるというのは、加倉井委員がいうとおり、日本の検査技術自身がもう信頼さ

れていないという、そこにはロジックはないと思うのです。「疑似患畜」にする姿勢とい

うのは、今回、別にＢＳＥに限ったわけではなくて、口蹄疫の場合でも、ここにも書いて

ありますけれども、一昨年、宮崎に出たときに、あれはＯＩＥの判断でいけば完全に陽性

だったと思うのですが、あれも「疑似患畜」で、北海道でウイルスが分離されて、初めて

陽性と確定している。ですから、疑似にするという、そういうプロセスが入ること自体に

疑問があるということです。

○高橋委員長 関連するご質問、ご発言はありませんか。

○日和佐委員 ８月６日に敗血症と診断されたとありますけれども、敗血症と診断され

たと同時に、起立不能も確認されていると聞いております。そもそもこのサーベイランス

の対象頭数を増加させて、サーベイランス体制を強化したということは、ＢＳＥに関して

清浄国であるという証明が欲しかったということではありますけれども、そういう事情で

あったにしても、要するにＢＳＥがターゲットであったわけです。そのことを考えますと、

起立不能という症状が、果たしてＢＳＥの結果、そういう症状をきたしていたのか、そう

でなかったのかというのは、もう検証しようがないことではありますけれども、このサー

ベイランスの目的が、ターゲットがＢＳＥなのだということが現場でも完全に理解されて

いたのか。それが私は非常に納得ができない。多少なりとも起立不能ということと、それ

からサーベイランスの強化の政策ということでＢＳＥという考え方が頭にあったならば、

簡単にレンダリング処理に回らなかったのではないかということが考えられるわけです。

これが簡単にレンダリング処理に回っている。そのことが、結果的には不信感を消費者に、

非常に強く植え付けたわけですので、ここでの現場の認識というのが一体どうだったのか

というのが非常に疑問に思っていることです。

もう１つ、それに関連して、起立障害というのは、いわゆる患畜の中でどのぐらいのパ

ーセンテージで発生しているのか、そこも教えていただきたいと思います。

○高橋委員長 今の点について。

○農林水産省伊地知衛生課長 まず第１点目のＢＳＥの検査だということを現場ではあ

まり認識していなかったのではないかということでございますけれども、検査自体は衛生

課長を通じて、昨年秋からイギリスを含めて多数の発生が確認されている牛海綿状脳症に

ついてということを言いまして、監視の徹底をお願いしたいということで、ＢＳＥの清浄
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性を確認するためということを明示してやらせていただいております。

なぜレンダリングに回ったかというのは、後ほど厚生省の方から説明いただくことにな

ると思います。

あと起立不能牛についてということでございますが、起立不能というのはいろいろな原

因で起こるものでございまして、一般的には歩き方の異常とか 後躯麻痺等によって起立が

困難になった状態をいっておりますが、分娩前後の起立不能症とか、あと低カルシウム血

症、いわゆる乳熱といわれているのですけれども、そういうものの代謝障害に基づくもの、

あと転倒等によって筋肉の打撲とか骨折等によって起こるもの等ございます。一方、ＢＳ

Ｅは長い潜伏期間の後に神経過敏、攻撃、あるいは沈鬱状態となりまして、異常姿勢、運

動失調、麻痺、起立不能などが一連の進行性の変化としてみられるものと考えられており

ます。

このように起立不能はいろいろな原因によって生じておりますが、どれぐらい出ている

のかということでございます。これについては、完全にすべて把握しているというわけで

はございませんが、家畜共済統計というものがございまして、それによりまして頭数を調

べております。先ほど申し上げました分娩前後の起立不能症というのは、平成11年度統計

でございますが、約 9,000頭でございます。それと、先ほど申し上げました低カルシウム

血症等を含む乳熱等では約 3,600頭でございます。あと、筋肉とか、先ほどいいました腱

の断裂とかいうものによりますものが 1,200頭程度というようになっております。

以上でございます。

○高橋委員長 若干確認したいのですが、敗血症という病名の場合にも起立障害が出る

のですか。

○農林水産省伊地知衛生課長 敗血症の場合にもなることがあります。

○高橋委員長 その件数というのは、先ほどの例でいいますとどのくらいですか。

○農林水産省伊地知衛生課長 ちょっとここでは敗血症という統計になっていないもの

ですから。と畜検査の中で敗血症という形になっておりまして、私どものここでの統計と

いうのは家畜共済統計という形での統計でございますので、ちょっと違うのかなというよ

うに思います。

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 厚生労働省の方からこの関係について、１つはＢＳＥ

を疑っていたかどうかということでございますが、これはあくまで私どもの厚生労働省と

してのと畜場での診断、それからそれ以前の、この５日に書いてございます共済の獣医師、
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お二人の獣医師がこのケースにつきまして診断をしているわけでございます。その際に、

両方の獣医師ともにＢＳＥを疑っていないわけでございます。と畜場での診断は、今、委

員長からもお話がございましたように、敗血症という診断で、と畜場に来た際には、既に

もう牛はへたっていたような状況であったと、私どもは聞いております。それで、敗血症

の診断をした根拠と申しますか、それについては診断書が出ておりまして、これはたしか、

この委員会にも当初、お出しをさせていただいたと思っておりますが、全身の出血があっ

たというようなこととか、解体の際の症状といいますか、所見から、そういう診断がつけ

られたということでございます。

そういう意味で、このと畜場での診断ではＢＳＥを疑っておりませんで、この当時、厚

生労働省がやっておりましたサーベイランスと農林水産省でおやりになっておりましたサ

ーベイランスと、若干異なっておりますのは、私どもの方のサーベイランスは、これも通

知関係は資料としてお出しをさせていただきましたが、今日農林水産省側のサーベイラン

スの中身についてはご説明がございました。厚生労働省の方は、24カ月齢以上の牛で神経

症状を呈するものについて、厚生労働省としてのサーベイランスの対象として検体を帯広

畜産大学の方に送っていただく、そのようなサーベイランスの体制をとっておりました。

このケースについては、と畜場の方としては、獣医師は神経症状を呈しているというよう

な判断で帯広畜産大学に送るケースではないというような判断をなさったということでご

ざいます。

ただ、一方で農林水産省側の方のサーベイランスとして、広く検体を集めるというよう

なこともあり、ここに、６日に書いてございますように、対象として頭部を引き取られた

ということでございます。この際に、ここが連携が十分でなかった、あるいは現場の認識

も含めまして、私ども行政側の対応としての指示もまずかったのかもしれませんが、検査

に回ったのであるから、その検体に回ったものについては処理といいますか、すべて一時

保留をしておく、結果が出るまで保留をしておくということが徹底されていれば、レンダ

リングに回るというようなことは、実際にはなかったのであろうと思います。そこのとこ

ろが十分な形になっていなかったというのは、私はご指摘のとおりだろうと思っているわ

けでございます。

○高橋委員長 和田委員。

○和田委員 先ほどもお話出ましたけれども、この８月６日以降の農水省の対応をみて

おりますと、やはり認識の甘さというのが各所に出ております。例えば８月24日の欄の、
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ＦＡＸが入っていたけれども、これに気がつかなかったこと。これは個人の問題ではない

と思うのです。全体にそういう認識がきちんとあれば、１人だけの担当ということではな

くて、こういうものがきちんと認識されるだろうと思います。それから担当者の不在によ

って連絡ができなかったこと。これがちょうど金曜日です。そして土日月とあって、月曜

はここに表記されておりませんけれども、火曜日に初めてそのＦＡＸに気づいたというこ

とが出ております。土日を挟んで、これがそのままになってしまっていたということ。こ

れは、繰り返しますけれども、決して個人の問題ではないというように感じております。

そして、これは質問にもなるのですけれども、９月６日に動物衛生研究所へ病理の材料

を送付したのが６日で、７日に到着したということになっておりますが、もっと危機感な

り、重要性なりを認識すれば、どういう送付方法をなさったのかわかりませんけれども、

なぜ次の日に着くような送付方法になっているのか。これは事実関係を伺いたいと思いま

す。

次に９月12日、13日にかけての問題ですけれども、先ほどのお話ですと、畜産部長以上

には報告していないということですが、そこの段階でも、どれだけ大事な問題なのかとい

う認識が、文字になってみますと非常に足りなかったということを感じております。14日

には、これまた電話連絡をするが連絡とれずとなっております。１日かかって、なぜ連絡

がとれなかったのかというのは、本当に理解できないところです。

それから、先ほどのご説明で、14日に農水省の畜産部長と厚生省の食品保健部長が協議

しておられますが、この段階で、私の理解が間違っていなければ、畜産部長はまだレンダ

リングに回って肉骨粉になってしまっていたという報告を受けていない段階ですが、厚生

省の方は、もうそこの事実がわかっていらしたのではないかと思うものですから、この辺

が理解できないということを感じております。本当に今となって、逐一、時系列的に伺い

ますと、認識の甘さということ以外にないなと思います。質問も含めて申し上げます。

○高橋委員長 危機管理の問題だとすれば、土曜、日曜だからといって、許される問題

ではないと思うのですが、それも含めてひとつ、ご回答いただければと思います。

○農林水産省伊地知衛生課長 まずご指摘のように、対応が遅れたということにつきま

しては、ご批判は免れないところでございます。言い訳がましいことになりますけれども、

臨床所見から、ＢＳＥを疑う症状はないという連絡を受けていたということと、プリオニ

クステストにおいて陰性とされていたということで、担当の方は少し安心をしていたとい

うことで、言われるように危機意識が少し、事の重大さを強く認識するに至っていなかっ
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たということについては、ご指摘されたようなご批判は免れないところであると思ってお

ります。

それと千葉県の送付がなぜ遅れたかというのは、ちょっと千葉県の家畜保健衛生所の方

に、どうやって送ったのかというのを確認をした上でお答えさせていただければと思いま

す。

○高橋委員長 小野寺委員。

○小野寺委員 今までの話を聞いて、一番最初の８月６日の話ですけれども、当該牛を

敗血症と診断したことに関しては、現在、例えば諸外国の例、フランスとか、そういうと

ころのモデルによると、ＢＳＥと診断ができる大動物専門の獣医師が大体 5,000人ぐらい

いるということなのです。日本の場合は一体どれだけ大動物の診断ができる獣医師がいる

のか、そういう活動問題もできれば統計として欲しいなと思うわけです。というのは、別

にＢＳＥに限らず、最近、口蹄疫とかいろいろ、昔、教科書でみたような病気がエサの流

通が随分国際化されているから、どんどん入ってきているということで、その辺の対策が

どうなっているかというデータが１つ欲しいなということです。

もう１つは、ヨーロッパの場合ですと、ＢＳＥの症状を実際に、例えばフランスだった

ら英国まで直接見に行くということが、獣医のトレーニングとして必要だと思うのですけ

れども、こういうのを将来、日本でも考えられないかということです。実際、ただパンフ

レットを配るとか、我々が講演するだけでは十分なものだったか、生の牛を見る必要があ

ると思うのです。ですから、そういうことに対して、どのような経過にあるかということ

をお聞きしたいと思います。

あともう１つ、プリオニクステストの話がありました。たしか、それに対しては最初に

プリオニクステストというのは、上清をサンプルから採って検査するという方法で、その

間に遠心を挟んで、サンプルの量を10倍に濃縮するということになると、プリオニクステ

ストのマニュアル自身を変えてやるということになり、ＥＵ委員会の認定した方法から外

れてしまうということになってしまいます。果たしてＥＵ委員会のマニュアルどおりとい

う方法に該当するかどうかということについて疑問に思います。また、プリオニクステス

トを用いて疑陰性を出したわけですから、試薬会社の方からかなり抗議が日本に来るだろ

うということが予想されました。それに対して日本の方でガードを固める必要があったわ

けです。ここでもう１つ衛生課に聞きたいのは、諸外国で初発例の場合は、多分、あちこ

ちにコンサルトしていると思うのですけれども、その辺のデータを出していただきたいと
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いうことです。

○高橋委員長 また２点ございましたが、お答えいただきたいと思います。

○農林水産省伊地知衛生課長 ＢＳＥに対応できる獣医師の数とか、そういうものにつ

きまして、ビデオパンフレット等を使った講習会を開催しておりますが、それの実績等に

ついては、数を確認した上でまた次回報告させていただきたいと思います。

それと諸外国の初発のときにどういう対応をしているかというのも、今、手元にデータ

がございませんので、次回までに準備をして、出させていただきたいと思います。

○高橋委員長 藤田委員。

○藤田委員 今の諸外国の方の関連として、外国の専門機関に診断を依頼するというこ

とで、自国で診断すべきかどうかという価値観はちょっと別にしまして、情報だけでござ

いますけれども、昨年12月にオーストリアとフィンランドで初発をみております。その際

に、両国とも自分のところでも診断し、かつイギリスのウェブリッジにも送っているとい

うような情報も出ています。

もう１つは、今日ご配布いただきましたのですが、前回の会議でお願いしました資料と

して、参考配布の４で「ＢＳＥのリスクに関する有識者の分析等」ということでとりまと

めていただきまして、ありがとうございました。前にも申し上げましたように、生産者、

それから流通関係者、消費者の間で、我が国のＢＳＥや新変異型のクロイツフェルト・ヤ

コブというようなことが相当大規模に出るのではないかいう不安をお持ちの方が多い。そ

の結果といいますか、ＢＳＥイコール牛肉消費が不安だ、イコール新変異型のクロイツフ

ェルト・ヤコブ病の不安、このような式に成り立っていくような感じを受けるわけでござ

いますけれども、その後、何回も論議されていますＢＳＥの全頭検査などに移行しても、

なかなか牛肉の消費回復に結びつかないというような状況です。こういうことから、冒頭、

大臣のおっしゃっていた、それから役所の方からもお話がありましたように、ＢＳＥに対

するいろいろな施策がとられているということを十分周知すると同時に、今回とりまとめ

ていただいたような資料にありますように、その道の専門家に、リスク分析もあるという

ことをあわせて広く生産者、流通関係者、消費者などの関係者に知っていただくという方

法が非常に重要ではないかと思います。

それから、それぞれの機関で、具体的には大部分のものが役所にお願いするようになる

のではないかと思いますけれども、リスク管理体制の強化が必要ではないかと思います。

消費者保護の立場から、特に人と動物で共通する疾病、いわゆる人獣共通伝染病というこ
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とでいわれておりますけれども、特にこのリスク管理体制というところが求められる分野

ではないかと思います。ＷＴＯの時代ですから、国際面からも特にこのことは一層、今後、

考えていく必要があるのではないかと思います。

○山内委員長代理 今の関連で初発の例ですが、例えばドイツで2000年でしたか、初発

したときはチュービンゲンの研究所で、自国で確認をしています。それからオーストリア

は、私の記憶では自分の国で確認をした上で、再確認をイギリスに依頼をしたというよう

になっていて、疑似という対応はしていないと思います。それから日本では、家畜衛生試

験場から英国の中央獣医研究所に人を留学させて、そして日本でつくったモノクローナル

抗体なども使って、ちゃんとＢＳＥの検査の実習とか研究とかをし、かなり研究成果も上

げて、共同の論文まで出しているわけで、非常に高いレベルのものが動物衛生研究所には

できていたと思います。

○高橋委員長 関連して。

○藤田委員 その件につきましては、冒頭申し上げましたように、とにかく国内で診断

すべきという価値観のこととはちょっと別にしまして、単に情報としては、海外でもそう

いうことをやっているということですから、多分、今、おっしゃっていたように、自分の

ところで診断し、再度確認ということでもっていっているケースだろうと思います。

○高橋委員長 関連することですが、要するにイギリスで確認するまでは疑似だと、あ

るいは疑いがあるというような決定といいますか、そのような判断はどこで行われたので

しょうか。

○農林水産省松原審議官 審議官の松原でございます。

ただいま、このリファレンスラボに対する信頼、それから家畜伝染病の診断というのは、

どこで行われるのか、確定診断はどこで判断をするのかということでございますが、法律

上は、患畜が所在をしております、発見をされました都道府県の知事さんが公示をすると

いうことによって確定をするというのが法律的な仕組みになってございます。その段階で、

国の動物衛生研究所、これが国の確定診断をするときの国内のリファレンスラボというこ

とに位置づけられているものでございますから、その診断結果を都道府県の方にお示しい

たしまして、いうならば、私ども国の方が支援をすると申しましょうか、アドバイスをす

るという形の情報の提供というのが、家畜伝染病の仕組み上の話でございます。

なお、国際的な問題でございますけれども、やはり新しい疾病が発生したとき、その確

定診断というのは、国際的にリファレンスラボというものが病気ごとに定められておりま
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して、ＯＩＥで、この指定をしております。ＢＳＥの場合でありますと、先ほど藤田委員

からもお話がございましたとおりに英国の研究所でございますので、国内でＢＳＥという

ことの疑似患畜という取り扱いで、患畜同様に行政的対応はとってございますけれども、

その確定診断というものは、確認を英国にお願いをしたというように理解をいたしており

ます。

○高橋委員長 そうしますと、千葉県知事が疑似というように判断をしたと理解される

のですか。

○農林水産省松原審議官 法律的には、患畜が発生をしたということは都道府県知事の

公示という行為で確定をいたしまして、法律的ないろいろな措置が開始をされるというこ

とでございます。それに至るまでの段階ということで、国の方での診断の結果の送付でご

ざいますとかそういうことを実施をしているということでございます。

○和田委員 今のご説明でちょっと確認させていただきたいのですが、そうしますと、

日にちからいきますと、いつが確認の日になるわけでしょうか。

○高橋委員長 ９月21日じゃないでしょうか。それまでは疑似患畜なんだ、疑いがある

ということではないでしょうか。

○加倉井委員 クレディビリティーをみたらわかりますが、多分、21日だと思いますよ。

○高橋委員長 もう１度確認したいと思います。

○農林水産省伊地知衛生課長 疑似患畜の公示は９月12日でございまして、先ほどいい

ましたように、イギリスからの結果がわかって、患畜と確定したのが21日でございます。

○和田委員 わかりました。それで、先ほどから英国へ送ったことについての質問や、

それに対する説明を伺っておりますけれども、やはりこの段階で、消費者の間で話が出ま

したのは、「どうして日本で診断できないのだろうかと。日本というのはその程度なのか

ということが非常に大きく疑問というか、そんな頼りないところなのか」という話は、正

直なところ出ておりました。

それで、第２回目の説明会がありましたときに、「２回目以降も同じような判断を仰ぐ

のですか」と質問しましたら、「いや、２回目からは日本で判断、確認ができます」とい

うお話があったのですけれども、ＢＳＥがこれだけ問題になっているときに、それだけの

準備ができていなかったのかというのはやはり非常に疑問として残っておりますし、残念

だったという感じがいたします。

○高橋委員長 関連して私から、やはり全体に危機意識がなかったと思います。担当者
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に危機意識がなかったというところが確認できるのですが、この８月５日段階では、既に

ＷＴＯの報告書も出ているし、それからＥＵからのいろいろな文書も来ているはずです。

そういう文書は、この担当者の人たちは既に読んでいたはずだと思うのですが、全く日本

でＢＳＥが発生するという可能性を感じていなかったのかどうか。もしくは、その可能性

があるというように考えていたとすれば、それに対応するマニュアルみたいなものは当然、

対応策として出てくるはずなのですが、それがなかったのかどうか、もう一度確認したい。

○農林水産省伊地知衛生課長 これも繰り返しになって大変恐縮なのですが、諸外国で

出ていることは承知をしておりましたので、サーベイランスの強化とか、そういう形での

対応をしていたということでございます。それで、今となっていわれますと、もっと出る

ということを前提にやるべきだったというご批判はあるかと思いますが、清浄性を確認し

ようという形でやっていたことは事実でございます。担当者に危機意識がなかったのでは

ないかということは、先ほどもちょっと申し上げまして、大変言い訳がましくなって恐縮

ではございますが、臨床所見からはＢＳＥを疑う症状はないという連絡を受けていたとい

うことと、プリオニクステストにおいて陰性とされていたこと等から、事の重大さと緊急

性を強く認識するには至らなかったことによるものと考えております。この点に関しての

ご批判は免れないものと思っております。

○山内委員長代理 もう１つ、この患畜が食肉衛生検査所で検査されたのが８月６日で、

千葉県の家畜保健衛生所で病理検査が行われたのは８月24日で、この間は18日間ですか、

かなりかかっているのです。そして、プリオニクステストの結果は８月15日なのですが、

ここでお聞きしたいのは、まずサーベイランスの要領では、サンプルが到着してから至急

検査をするのか、それともある程度集まって、溜まったところでやればいいというような

やり方をしていたのか。もう１つは、プリオニクステストが陰性であったという結果が千

葉県の方に連絡されて、その陰性という結果が家畜保健衛生所の検査の方の遅れにもかか

わっていたかどうか、この２点、お聞きしたいと思います。

○農林水産省伊地知衛生課長 症状が疑われる場合には緊急にやるということで、それ

が疑われていない場合には、ある程度まとめてやるというような形での対応になっており

ます。

○山内委員長代理 ということは、この牛は症状は疑われなかったということですか。

○農林水産省伊地知衛生課長 そういうことでございます。ただ、サーベイランスで実

施するという場合には、疑われるものも疑われないものもということで、そういう形で結
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果的に遅れたということは疑っていなかったから遅れたのではないかというように考えら

れております。

○山内委員長代理 それから、プリオニクステストの結果は、千葉の方には連絡がすぐ

に行っていたのでしょうか。

○農林水産省伊地知衛生課長 これも陽性の場合にはすぐに行くということになってお

りまして、陰性であったので、すぐには行っていなかったというように聞いております。

○高橋委員長 やや話題が変わりますが、資料３の２の厚生労働省からの資料といいま

すか、前回の資料要請に対する答えの１ページ目で、「ＥＵのステータス評価に係る厚生

労働省の関与」について、最終的にはこの問題は肉骨粉政策にかかわる評価が主な論点で

あったから対応しなかったという説明がございますが、しかしＥＵのステータス評価は肉

骨粉政策だけだったのかどうか、その辺の判断はどうでしょう。

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 ステータス評価の中身は、前回、資料が出ておりまし

たが、サーベイランスの体制とかを含めたＢＳＥ対策全体について評価をしているという

ようには理解しております。

○高橋委員長 恐らくこれは危機管理体制が行政の縦割りで、ここからこっちは農水省

だというようなことでお互いに領域を遠慮し合っている。そうではなくて、相互のチェッ

ク機能というものがあってしかるべきではないかというように思うのですが、その辺につ

いてはいかがでしょうか。

○厚生労働省尾嵜食品保健部長 確かにおっしゃる点については欠けていた点があるの

ではないかと思っております。私どもの今日お出しをさせていただきました経緯の中に書

いてございますように、農林水産省として、そういう評価を受けるということで申請をな

さった、それと最終的に取り下げをなさったという中で、私どもとして、積極的に、厚生

労働省としてこう考えるからどうでしょうかというようなやりとりをきちんとしたという

形にはなっておりませんで、どちらかといいますと、農林水産省サイドのご判断というも

のであるので、あまり私どもの方からご意見申し上げることではないのではないかという

ような判断をしていたのは事実でございます。

○高橋委員長 この関連、あるいはその他の問題で何かございますか。

○日和佐委員 今日ご回答いただきました前回質問した事項に関して、意見として申し

上げたいと思います。

1996年の、例のＷＨＯの勧告の文書の取り扱いの問題です。今日の回答では、プレスリ
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リースと、それから勧告文の中身にそう差はなかったので、恐らくそのままになったので

はないかという回答文でありましたけれども、肉骨粉の取り扱いについては、３と４と２

つの項目で記述がされておりまして、プレスリリースの３の方は、「ＢＳＥが発生した国

においては」という条件がついているのですが、勧告文の方では、その条件が３の項目は

文章が変更になっておりまして、そういう条件がついていないのです。「各国は」という

記述になっております。情報提供として、私は審議会にこの勧告文があるということは当

然、提供すべき義務が行政にあったと思っております。なおかつ、５月７日には農水省に

この勧告文全文が行っているという記録が前回報告されました。したがって、やはり情報

提供が不十分であったということは否めないことであると思っています。

それから、1996年において、肉骨粉の使用を行政指導に留めたことについては、諸外国

等の状況ともあわせてという説明でありました。記録によりますと、その1996年はアメリ

カでもオーストラリアでも、行政指導で国による禁止ということはしておりません。です

から、ＷＴＯ体制下においてアメリカ等がしていないことを日本が率先してやるというこ

とに躊躇があったということは、全く理解ができないわけではないわけですけれども、そ

の国の安全性を守るのは、その国の行政でしかないわけです。その国がやらなければ、よ

その国は守ってくれないわけですから、そこの判断というものが１つは問題としてありま

す。

同時に、1997年には、アメリカも国として禁止をしています。この情報も審議会には報

告をされていなかったわけです。状況が変わっていることについての対応もされていなか

ったということで、やはりこの問題については大きな行政対応上の問題があったというこ

とを認識せざるを得ないということを申し上げたいと思います。

○高橋委員長 資料３の４ページですが、ＷＴＯ勧告の最終報告を入手した後に、飼料

部会で検討を実施しなかった経緯について、この３の後ろから２行目で、「同じ内容であ

ったことから、改めて取り上げなかった模様である」というように書いてあるのですが、

しかし、事実は同じ内容ではなかったのではないのかということのご意見でございますが、

いかがでしょう。

○農林水産省木村飼料課長 飼料課長の木村でございます。

委員ご指摘のとおり、厳密な意味でいいますと、資料３の中にございます、７ページに

なろうかと思いますけれども、パラグラフ３と４がございます。飼料に関する主要部分と

いうことになりますと４でございまして、原文につきましては資料の10ページの一番上に
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ございます“All countries should ban the use of rumlnant tissues in rumlnant fee

-d”ということでございまして、この文につきましては原文の最終報告の、資料の15ペー

ジになろうかと思いますが、アンダーラインの４のところに同じ文章で載っております。

その上の段の “Countries”というところが、前段の文については「ＢＳＥ発生国」とい

うことになっていたのが、ここでは“Countries”になっているということでございますけ

れども、当時の担当者に聞いていたところによりますと、要は、飼料の部分に関する趣旨

については変更がなかったということで提出しなかったと聞いております。

なお、97年のアメリカ、豪州の法制定ということでございますけれども、ご案内のとお

り、４月３日に勧告が出されて４月16日に指導通知を行いました。４月24日には法的な措

置についても意見が出されたわけでございますけれども、各国の対応状況を踏まえてとい

うことで改めて審議するということでございまして、96年の９月18日に経過報告が行われ

たのですが、その後、審議が行われておりません。それについて状況等を把握したところ、

肉骨粉の使用禁止にする審議が再開されなかったことにつきましては、96年の指導通知後、

配合飼料工場において牛用の飼料への肉骨粉の使用が行われていないというのが確認され

たということ。また発生がみられていた英国から牛肉加工品や肉骨粉の輸入が禁止された

ということ、国内に現にＢＳＥの発生が行われていなかったということ等、行政指導の実

効が確保されていたというように考えていたということで行われていなかったということ

と、97年３月、４月に家畜伝染病予防法の改正時に、衆参農水委におきまして、今後とも

指導を行うということで附帯決議が全会一致でなされた、こういったことを踏まえて行わ

なかったというように承知しているところでございます。そのことについては、十分そう

いった面での認識が足りなかったということではなかったかというような気がいたしてお

ります。

○加倉井委員 これは意見でいいのですが、サイエンスとポリティックの接点の話なの

です。９月12日に、ＢＳＥに関する牛の緊急全戸全頭調査開始というのがあって、９月30

日に終了したと書いてあります。今、国民が牛肉を食べるのを非常にためらっている。そ

して行政に怒っているというのはどうしてかというと、消費者としては期待が裏切られた

という気持ちなのです。これはどこから来るかというと、安全宣言が行われたと思ったら

安全でなかったというような認識なのです。これはサイエンスからいうと、全然安全では

ない。全戸全頭調査といったって、生きているものを殺して調べているのでも何でもない。

ただ外見をみて、起立不能かどうかとか神経症状があるかとか、これが出るのはかなりひ
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どい状態です。ですから、こんなものをやったって、実は安全などといえるはずがないの

です。ところが、新聞の見出しになると「安全宣言」みたいなことになってしまうわけで

す。見出しだけで新聞をみている人はたくさんいますので、そうなると、ああ、安全だと

国がいった、そしてちゃんと調べたら、出た。では、国のいうことは全く信用できないと

いうことになるわけです。こういうのは、消費者の非常に短絡的なと、皆さん専門家は言

うかもしれませんけれども、それが普通の反応なのです。それを何度もやると、もう国の

言うことは信用できないということになるのです。ですから、農林水産省は、例えば畜産

農家を非常に大事にする政策を展開しているはずなのに、こういうことをやっているから、

逆に牛は売れなくて、今、全国の畜産農家は非常に困っているのです。

この前、熊本に行ったのだけれども、熊本で牛が捨てられました。牛というのは財産で

す。それを捨てるというのはどういうことかというと、絶望です。売ったってお金になら

ない。運賃だけしか入ってこない。それなら捨ててしまえという、そんなばかなことが起

こっているもとは何かというと、行政は本当に畜産農家のためにやっているのかというこ

とです。私はやっていないと思うのです。この辺が、私は意見として言いたいのですけれ

ども、本当に牛肉を売りたかったら、国の言うことは信用できるのだということを身をも

って示さなければだめです。安全だと思ったら安全でないというようなことは二度とやっ

てはいけないと思います。

○高橋委員長 このことについて、どなたか。

○岩渕委員 安全宣言がどういう意味での安全宣言であったか、マスコミの伝え方にも

若干問題があったのかもしれないというような反省もあります。ですから、どのように報

道されるかまできちんと見通した上で対策を立てるというのは、これは常識でございます

ので、そのあたりも対策が非常に甘かったというようには思います。

それと、今日の資料の中でいいますと、清浄国を確認するためにという表現がありまし

て、私、かねがね、これはきっと関係者が非常に手間ひまかかったり、そういうことだか

ら、役所としては、そういう人たちのために言い訳がましくというと変ですが、そんなこ

とではなくて、とにかく「清浄国ということがこれによって確認できるのだから、手間だ

けれども頼むよ」という、そういう気持ちでこのような前書きをつけたのかなとずっと思

っていたのですが、通してみると、役所も本当はそれで確認しようというような希望的観

測が非常に強かったのだなという感じを受けました。これは単なる感想ですので結構です。

それと、現状についても１つ確認の意味でお願いしておきたいことがあるのですが、資
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料はいっぱいいただいていますが、現状の中で一般国民に対する情報提供が必ずしも完全

にはできていないのではないかというような疑問を抱いています。例えば、ちょっと申し

上げておきたいのですが、農場段階でのサーベイランス、この結果の公表というのが、私

がちょっとうっかりしているのかもしれませんけれども、どこでどのような結果が、例え

ばいつの時点でとか、次々、時点を追って公表されているのかどうかという、その資料を、

少なくとも私どものところでは拝見したことがありません。国民には、マスコミを通じて

どこかでやっているのかもしれませんが、あるいはひょっとすると私がうっかりしている

のかもしれませんけれども、そういったようなことも、国民にもうちょっとわかりやすく

きちんと説明しておくべきだろうと思います。

同じように、24カ月以上のへい死牛の検査、これもやっていらっしゃるのでしょうか。

やっていれば、全くＢＳＥに感染していないという結果が出ているのでしょうが、それに

ついても大丈夫かというような感じで私どもはちょっと不安に思うことがありますので、

そういったようなことも国民に伝えるという意味で、この委員会の本来の役割ではないか

もしれませんけれども、どこかの時点で資料だけでも構いませんから、情報提供していた

だきたいと思います。

それと、いろいろいって申しわけありませんけれども、先ほど話題に出ていました捨て

牛、こういったようなことと出荷の自粛、それから食肉処理場の入荷制限、さまざまな報

道がございます。そういったものに対して、行政としてどのような見解をもって、どのよ

うに対応していらっしゃるのか。つまり食肉サイクルが滞っている。一時的に止めたのは、

それは当然であろうと思いますけれども、その後の流れが滞っていることに対する皆さん

の認識はどうなのか。今まで行政指導で手取り足取りやってこられた中で、今、ここへ来

て、それはそれぞれ自発的に、自主的にやっているのだということなのか、そのあたりの

認識もやや不安を覚えるところではございます。

それから、再利用については、焼却施設はどうなっているのかということです。予算措

置を講じていらっしゃるようですが、その見通しと現状についても少し資料を教えてほし

いと思います。また環境省でやっていらっしゃる再利用の状況についても、どこかの時点

で、この委員会でも聞いてみたいなと思います。今後の日程を見ても、一体どこでそうい

う話を聞いていいのかわかりませんし、そういったようなこともあって今、お聞きしてい

るわけですけれども、今すぐということは言いませんが、どこかの時点でデータが欲しい

なと思います。
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それともう１つだけ、先ほども藤田委員からご指摘がありましたけれども、国民の最大

の不安は、やはり変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病がどういうことになるのだろうと、

そういう不安感があるのだろうと思います。それについて言えば、例えば96年にイギリス

で出た10例で平均年齢26歳とかいうデータがありますが、その後さまざまなデータ、ある

いは知見を、どこかで収集しているのかどうか。そのあたりのところがよく私にはわから

ない。お聞きしても、あまり明確な答えはありませんし、データがないのかもしれません

けれども、ないならないなりに、ではどのような状況で調査なさっていて、今後、どのよ

うにやっていくのか。それこそ国民にとって一番欲しい情報ではないかと思いますので、

現時点で出せるものというのをもう一度きちんと、出せないなら出せないで結構ですから、

そのあたりのところを、今すぐではありませんけれども、どこかの時点でお答えいただき

たいと思います。

○高橋委員長 幾つかの資料請求と畜産行政全般についてのご意見、質問があったと思

います。それと最後に、今までに資料要求して、既に回答いただいているものと、今、検

討中であるという、委員質問事項のリストみたいなものを準備しておいて、これはいつご

ろ回答できそうだというようなことを次回は説明いただきたいと思います。

それでは今の点についてお答えいただきたいと思います。

○農林水産省松原審議官 まず、ＢＳＥが確認をされた後の農場段階への立入検査、こ

れが９月30日に緊急立入検査ということで実施をいたしておりまして、これを完了次第、

プレスリリースその他という形で発表させていただいております。異常な牛が発見をされ

ていないという趣旨の発表をさせていただいてございまして、安全宣言という言葉を私ど

もとして使ったという経緯はないというように承知をいたしてございます。その後の農場

段階のサーベイランスにつきましては、毎週月曜日までに前週の結果をとりまとめまして、

その診断結果というものを、対象頭数、あるいは結果ということで記者発表を中心に実施

をさせていただいております。これにつきましては、どなたでもみられるように、農林水

産省のホームページに掲載をさせていただいてございます。

それから、このＢＳＥの発生に伴う生産、流通、消費に対する対策でございますが、昨

年10月にこの内容についてとりまとめまして、公表をいたしております。その後、状況の

変化に伴いまして、若干の追加等をいたしてございます。基本的には、やはりＢＳＥの患

畜の新たな拡大というものがないようにきちっと肉骨粉等の処理をするということ、これ

を進めるということ。２点目は、と畜場で行われております全頭対象のＢＳＥ検査、これ
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によりまして、もしも感染しているものがあれば、これは一切消費の方に回らないという

ことで、商品段階に出荷をされている牛肉につきましては、すべて安心、安全と確認され

たものだけであるということを大前提といたしまして、例えば、10月18日に全頭検査体制

が整いますまで、若干の肉用牛の出荷につきましては自粛をする、計画出荷をしていただ

く、こういったようなことの対策を講じてございまして、生産者等のご協力をいただいて

きております。10月18日以降、次第に検査体制が拡充をされて、整備されてきております

ので、それに見合った形で出荷をされておりますが、なお、一部の酪農における乳廃牛、

それらにつきましては、全体の流通量、消費量が減退しているというようなこともござい

ますし、また乳廃牛の中からＢＳＥ陽性牛が発生したというようなことに対する一般的な

不安、その他ということもあろうかと思っております。そういうことで出荷が滞っている、

そういったところに対しましては、基本的には検査を実施をいたしまして、安全を確認さ

れたものであれば、これは消費をして一向に差し支えない、大変安全なものであるという

ことが原則でございますけれども、現実には、それらの出荷が全体の需給バランスのイン

バランスというようなこともございまして滞っていることも事実でございますので、それ

らにつきましては、しかるべく、計画的に処理をしていくというところに対する支援対策、

農家への滞留の支援対策ということを現在、実施に向けまして準備をいたしているところ

でございます。それら事業の内容につきましては、また改めて資料として、実施状況も含

めまして、提出をさせていただきたいと思ってございます。

○厚生労働省吉岡企画課長 厚生労働省関係は、本日まだ提出できていない資料で、前

回、複数の委員、竹田委員ほかからイギリスのｖＣＪＤに関して詳細なデータがないかど

うかということで、年末年始にかけて担当局とも相談して調べておりますが、つい昨日、

詳細なデータはございませんけれども、年次報告という形である程度かいつまんで公表さ

れている資料がみつかりましたので、今日は間に合いませんでしたけれども、次回提出さ

せていただければと思います。

○和田委員 １点は、しばらく前に新聞で読みましたけれども、へい死牛の扱いについ

て、全頭検査をするという記事が、小さい記事ですけれどもありましたが、その辺のとこ

ろをご説明いただきたいと思います。それが１点と、それから、先ほどから牛肉の消費が

なかなか回復しないことについて、根っこのところに行政不信があるという、既にお話は

出ておりますが、今日いただきました資料１の参考の17ページ、これは「サーベイランス

への協力について」ということになっておりますけれども、このときにはまだＢＳＥは日
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本では確認されていないところで、この３行目に「いたずらに風評被害を生じないよう」

という言葉があります。これは出ていないときに風評被害を生じないようという言葉を使

っているわけです。それから後、いつということは一々申し上げませんけれども、農水省

から出されておりますいろいろなプレスリリースなり、説明の資料なり、私どもに送って

こられる資料にしましても、この風評被害という言葉が毎回登場しているのです。ＢＳＥ

が確認されていないときの風評被害と、出てからの風評被害という言葉の意味というのは、

正確に考えたら全く違うと思うのです。出ていないときだったら、出ているような、まさ

に風評が広がって、それによって生産の農家なり業界に打撃を与えるということだと思う

のですけれども、出てから後の風評被害というのは、どちらかというと、消費者があまり

科学的でなくて、情緒的に消費を控えているということだと思うのですが、やはり消費者

としてはそこのところ、どうしても納得できない。これはお答えいただくことではありま

せんけれども、今、資料を拝見しながら、その点感じましたので、重なりますが申し上げ

ておきたいと思います。へい死牛についてはお答えいただきたいと思います。

○日和佐委員 関連してございますので申し上げます。

へい死牛からのＢＳＥ発生率というのは高いというように聞いております。今、へい死

牛は全頭検査をしておりません。今抜けているのはここだけだと思っているわけです。で

すから、ぜひ全頭検査をする体制を整えてほしいと思います。

それから今、出荷できないで滞っている乳廃牛について、私は非常に恐れるのですけれ

ども、これが高齢になって何らかのことでへい死して、それが闇から闇に葬られて、現実

として、日本のＢＳＥ汚染レベルが不明になってしまう、そのことは非常に怖いことだと

思うのです。確かに発見されればパニックになって、非常に問題が起こるので出したくな

いという気持ちはわかるのですが、それは今の話で、これから将来を見通せば、日本がど

のぐらいの汚染レベルにあるのかという現実をしっかり確認するということは非常に重要

なことだと思っています。

○高橋委員長 今の点についてお答えいただきと思います。

○伊地知・農林水産省衛生課長 へい死牛の検査についてお答えいたします。ＢＳＥの

我が国における発生を早期に根絶するためと、あと今、委員が言われましたように実態を

確認するという意味で、死亡牛の検査体制の強化に向けて取り組むこととしております。

現在の検査体制をさらに強化するには、死亡牛からの検体の採取の場所、採取の方法、死

亡牛の検査終了までの取り扱い等、一連の検査システムのあり方を含めまして、今、検討
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を進める必要があるのではないかと思っております。また都道府県におきましても、この

システムに応じて予算、人員を含めた体制づくりを整えることが必要となっております。

現在、ＥＵが取り組んでおります24カ月齢以上の死亡牛についての全頭検査の導入を目標

といたしまして、早期に検査体制の強化を図っていくこととしております。このために必

要な家畜保健衛生所の検査機材等の整備を計画的に図るとともに、死亡牛の確認、検査シ

ステム等の具体的なサーベイランスの実施方法等について、現在都道府県と調整を行って

いるところであります。具体的にどうやったらいいかということを調整を行っているとこ

ろでございます。

○高橋委員長 もう１つの第２の点についてはいかがでしょう。老廃牛が出荷されない、

それが今後、どのようになっていくのか。結局は、肉については安全であるということは、

いろいろの説明からわからないわけではございませんが、消費者は安全だから安心だでは

ないのです。安全と安心の違いで、安心感をどのようにつくっていくのかということが行

政の信頼回復以外にないだろうと思っているのですが、それも含めてお答えいただきたい。

○農林水産省松原審議官 今、委員長からお話がございました、この乳廃牛等の出荷が

滞っているというところでございますが、基本的には、乳用牛からの牛肉の供給というの

が、我が国において約２割ぐらいを占めているという、やはり重要な資源であると思うの

です。この食肉としての資源が全く安全なもので、安心なものでなければならないという

ように思ってございまして、その点では、確認をした上で検査を経て出荷をしていくとい

うところでございますが、なおやはりそういった安心、安全といったところに対する消費

者の方々の不信といいましょうか、それはまことに私どもとして反省をしなければならな

い点が多々あろうかと思うわけでございますが、現実問題、どのようなことをこれからと

り進めようかということにつきまして、概要を申し上げますと、やはり農家段階で収容で

きます牛の数というものは限られているということで、収容能力を超えてしまうというこ

とが出てまいります。新しく子供が産まれる、また後継牛を入れなければならないという

中で、年老いて、乳を搾るのが終わった、そういった牛の出荷というものが滞ってくる、

これらにつきまして、公的な場所等、あるいは団体等が保管場所を定めて、そこに集めて

一時保管をいたしまして、それらについて、需要に見合った形で計画的に出荷をしていく、

そういった一時収容のストックポイントと申しましょうか、そういったことの内容を進め

ていくというところで１つ、現場での今、起こっている事態の緩和ということを進めたい

と思っております。
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もう１点は、何よりも、そういった牛の安全性ということではなしに、牛肉につきまし

ては、もともとＯＩＥの基準その他から申しましても、感染性というものを疑うような情

報はないということで安全であるというような基準が出てございます。さらに全頭の牛の

ＢＳＥ検査を経て、全く感染の心配のない牛肉だけが流通しているのだということについ

ての正しい情報提供ということに、私どもとして全力を尽くして、いろいろな方々に納得

をいただけるような情報ということでお伝えするような努力を進めてまいりたいと思って

おりまして、そこは二通り、両面から私どもとしてとり進めてまいりたいと思ってござい

ます。

○高橋委員長 ありがとうございました。

まだ発言されたい方もおられるかもしれませんが、予定の時間を30分近くオーバーしま

したので、ご質問等については次回にご発言いただくことにして、本日はこれで終了した

いと思っております。

次 回 の 日 程

○高橋委員長 次回の委員会でございますが、１月31日木曜日の午後２時からです。三

田共用会議所で開催することといたします。テーマは今後の予定にございますように、

「農林水産省と厚生労働省との連携の検証について」ということが主題でございます。ま

たよろしくお願いいたします。

閉 会

○高橋委員長 それでは、本日の第４回の検討委員会をこれで閉会としたいと思います。

どうもありがとうございました。

――了――


