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            会場：兵庫県県民会館 

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

 

２．挨  拶 

 

３．議  事 

 （１）牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の検討について 

     １．日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について－中間とりまとめ－ 

     ２．ＢＳＥ根絶のための飼料規制について 

     ３．国産牛肉のＢＳＥ対策 

 （２）意見交換 

 

４．閉  会 
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午後１時３０分 開会 

○ 松本（厚生労働省） 

 本日は大変お忙しいところ、ご出席いただきましてありがとうございます。定刻となり

ましたので、ただいまより食品に関するリスクコミュニケーション、牛海綿状脳症（ＢＳ

Ｅ）対策に関する意見交換会を開催いたします。 

申しわけありませんが、時間を有効に使いたいということで、本日は休憩の時間を特

に設けておりませんので、休憩の必要な方、途中でタバコを吸いたい方等いらっしゃいま

したら、周りの方の迷惑にならないように退出いただきまして、各自休憩をお願いしたい

と思います。 

 本日は、厚生労働省と農林水産省の共催でございますが、両省を代表いたしまして,農

林水産省消費・安全局の中川局長からごあいさつを申し上げます。 

○ 中川（農林水産省） 

 農林水産省の消費・安全局長の中川でございます。本日は大変多くの方にお集まりをい

ただきまして、本当にありがとうございます。まずはお礼を申し上げたいと思います。 

わが国で最初のＢＳＥの感染牛が確認をされましてから、３年が経ちました。この間、

既に１２頭の感染牛の確認がされておりますが、人への感染という点で見ますと、現在行

われております特定危険部位の除去、あるいはＢＳＥの検査ということがきちんと行われ

ておりますので、人へのリスクという点につきましては効率的に排除されていると思いま

す。また、昨日は、この近畿の奈良県でとりあえずの一次検査でもって陽性という感染牛

の報道がありますが、これが仮に確定検査で陽性ということが診断をされたといたしまし

ても、こういった感染牛の肉が食肉として流通するということは決してありませんので、

その点はご安心をいただきたいと思います。 

さて、このＢＳＥの感染牛から人へ感染していく、こういったリスクをきちんと排除

していくための手法というのは、大きく分けて３つございます。１つは飼料、いわゆる餌

のコントロールをきちんとすることによりまして、牛から牛への感染をブロックしていく

ということでございます。これが適正に実施をされておりますと、日本において新たに牛

がＢＳＥにかかるということがないわけですから、いずれ牛が淘汰されることによりまし

て、日本の国内からＢＳＥに感染した牛というものがなくなるということになります。ま

た、２つ目はＢＳＥ検査によりまして、感染牛を見つけてこれが流通する前に排除をする

ということでございます。現在、日本で行われておりますこのスクリーニング検査で用い
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ております方法ですが、世界中で実用化されている検査方法の中でもっとも感度の高いグ

ループに属するものでございます。３つ目は特定部位、ＳＲＭの除去でございます。ＢＳ

Ｅに感染した牛の異常プリオンを除去することによりまして、人への感染のリスクをゼロ

に近づけていくという手法であります。こういった３つの方法、今申し上げましたけれど

も、一つひとつは感染のリスクというものを完全に遮断するものではありませんが、この

３つの方法を組み合わせることによりまして、我々が変異型のクロイツフェルト・ヤコブ

病にかかるというリスクにつきまして、きちんとそれを排除しているということでござい

ます。 

ご存知のように、日本の現在のＢＳＥ対策につきましては、すでに約３年の経験を経

てきているわけでありまして、こういった３年間に得られました知見を踏まえまして、昨

年の７月に設置をされました食品安全委員会でリスク評価を行っていただいているところ

でございます。また、厚生労働省とそれから農林水産省におきましては、この食品安全委

員会の検証の結果に基づきまして、現在、わが国におきますＢＳＥ対策についての検討を

進めております。このわが国のＢＳＥ対策についての検証結果がまとまりましたら、改め

て食品安全委員会の方に諮問をして、この対策についての評価をしていただくということ

になっております。まだまだこれからいろいろなプロセスがあるわけでありまして、本日

の意見交換会もその１つでありますが、いろいろな機会をとらえて消費者の方を始め、食

品産業に携わっておられる方々あるいは生産者の方々など、いろいろな方々とも意見交換

を行いたいと思います。本日のこの意見交換会に出席を希望されます方に、あらかじめご

意見を伺っております。いろいろなお立場によりまして、さまざまな意見をお寄せいただ

いております。ただ、共通して言えることは、やはり、食の安全と安心の確保が何よりも

重要であるということ、それからこういった食の安全・安心の確保のためには、科学的な

知見に基づいて、そしてそこに基づいたきちんとした評価、あるいは消費者の方々の理解

と納得が得られるそういった施策が重要であると、こういう点については、大方の共通の

認識が得られるのではないかと思っております。 

この国内のＢＳＥ対策とは別でありますけれども、米国産牛肉の輸入再開についても、

大変皆様方の関心が高いかと思います。日本時間の本日の未明でありますが、ニューヨー

クで日米の首脳会談が行われました。両国の首脳はこの日米間の牛肉貿易をできるだけ早

期に再開していこうということについて認識が一致したと報道されておりますし、また、

この牛肉貿易問題の早期解決のために速やかに協議を行っていこうという、そういう意見
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交換といいますか、認識の一致がされたと伝えられております。基本的な方向として、こ

れは両首脳が意見交換といいますか、会談をされてそういう方向でということで、認識の

一致がされたところでありますが、この具体的な進め方についてはいろいろな手順をこれ

から踏んでいかなければなりません。アメリカと具体的な協議を行っていくためには、ま

ず、その協議を行うベースとなる日本の基本的な考え方というのをきちんとしていく必要

があります。ですから、先にやるべきことは、日本のＢＳＥ対策についての見直しを、そ

の方針を固めるということでありまして、それに基づいて、アメリカとこれから協議をし

ていくということになります。いずれにしても、わが国の消費者の方々、国民の方々の食

の安全を確保していくために、国内のＢＳＥ対策をどうしていくかということがまず第一

にあります。その次に、それに基づいて、同じように仮に将来アメリカから牛肉が再開さ

れるというのであれば、それについての安全確保をどうしていくかということを交渉して

いくということでございます。基本的な考え方は国内で実施をしてくＢＳＥ対策と、海外

から入ってくる牛肉に要求する対策というのは同等のものだというのは、これまでも日本

が常々言ってきたことであります。もちろん、アメリカから入ってくる牛肉についての条

件がおおむね合意されるとなりますと、そのことが本当に安全かどうかという、そのリス

クの評価をさらに食品安全委員会に諮問をして、きちんと評価をしていただくという手続

きも将来必要になってまいります。これは、大変皆様方の関心の高いことではございます

ので、この機会に改めて申し上げさせていただきました。 

本日は、今後のわが国のＢＳＥ対策につきまして、どうあるべきかということで意見

交換をしていただくことになります。よりよい方策を、それから納得の得られる方策とい

うものを考えていきたいと思っております。本日、お集まりの方々の中にもいろいろなご

意見をお持ちの方がおられると思います。自分のご意見だけではなくて、それと違った意

見をお持ちの方々がどうしてそういう意見を持っておられるかということを、お互い相互

に意見交換をして、よりそれぞれのお立場の背景をよく理解するということも非常に大事

なことではないかと思っております。本日、発言の機会がなかった方につきましても、ア

ンケート用紙をお配りしていると思います。それにぜひご自分のお考えをできましたらお

書きいただきたいと思います。 

いずれにいたしましても、科学的な根拠に基づきながら、皆様方の納得の得られるよ

うな政策をこれから進めてまいりたいと思っておりますので、本日のこの意見交換会が、

実りの多いものになることを期待いたしまして、冒頭のごあいさつとさせていただきます。
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よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○ 松本（厚生労働省） 

 では、ここで出席者をご紹介申し上げます。 

 まず、募集により大変たくさんの方にご参加いただいております。本日は広くご意見を

いただくために、出席者を公募し１５５名の応募をいただきました。当初、２５０名を予

定しておりましたので、応募していただいた方、全員にご参加いただくことになりました。

出席者のご紹介につきましては、お手元の資料１の出席者名簿にかえさせていただきたい

と思いますので、ご了承いただきたいと思います。なお、資料作成後に応募のありました

方は、名前を掲載することができませんでしたので、おわび申し上げます。 

 次に、説明者等を紹介させていただきます。皆様から見て一番右が内閣府食品安全委員

会プリオン専門調査会専門委員の金子清俊先生です。続きまして、主催者側をご紹介申し

上げます。中央から皆様の左に向かって先ほどあいさつをいたしました農林水産省消費・

安全局の中川局長です。そのお隣が消費・安全局衛生管理課国際衛生対策室の釘田室長で

す。そのお隣が本日意見交換のコーディネーターを務めます姫田消費者情報官です。また、

中央へ戻りまして、皆様から見て私の右が厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課の

蟹江ＢＳＥ対策専門官です。私は、本日の進行役を務めさせていただきます厚生労働省大

臣官房参事官の松本でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 議事に先立ちまして、資料を確認させていただきたいと思います。袋から既にお出しに

なっていると思いますが、お手元に議事次第という１枚の紙が入っています。それと資料

１から５と、参考資料、参考配付として「食の安全安心トピックス」を入れております。

不足等がございましたら、事務局または受け付けまでお申し出ください。 

 続きまして、本日の進行についてご説明いたします。本日は牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対

策に関する意見交換会とさせていただきます。まず意見交換に先立ちまして、金子先生か

ら先般取りまとめられました「日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について」中間

とりまとめについて２０分ほどご説明いただきます。続きまして、「ＢＳＥ根絶のための

飼料規制について」農林水産省の釘田室長から１５分ほど、「国産牛肉のＢＳＥ対策につ

いて」厚生労働省の蟹江ＢＳＥ対策専門官から３０分ほど説明いたします。その後、生産

から消費への流れに沿いまして、意見交換をさせていただきたいと考えております。この

会場の都合上、午後４時３０分には終了させていただきたいと思いますので、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 
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 では、これから議事に入らせていただきたいと思います。まず、「日本における牛海綿

状脳症（ＢＳＥ）対策について」中間とりまとめにつきまして、内閣府食品安全委員会プ

リオン専門調査会専門委員金子先生にお願いいたします。 

○ 金子（食品安全委員会） 

 ご紹介いただきました金子と申します。内閣府の食品安全委員会のＢＳＥに関する専門

調査会のメンバーとして、会を代表して２０分程度でお話させていただきたいと思います。

手元の資料は枚数の都合上、それは全部お示しできませんので、それを簡単にした簡略版

で、本日はご紹介させていただきますので、お示しするスライドと同じものは、後ほど内

閣府の食品安全委員会のホームページからダウンロードしていただけると思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 ここを見ていただくと、一番最初ですけれども、大事な言葉をピックアップしますと、

一番最初に日本という言葉があります。これは２００１年の９月１０日に先ほど局長もお

話なられましたが、わが国において初めてのＢＳＥが確認されてから３年ほど経過してお

ります。その３年間に、わが国日本においてですね、どのような対策が行われ、それはど

のように効果的であったかを検証した、そのまとめであるということをお断りいたします。

ですから、これが直接そのまま今後の日本のＢＳＥ管理対策の変更に直結するわけではな

いというのも、先ほど局長がお話になられたとおりであります。 

昨年の７月に食品安全委員会が発足しまして、私たちのプリオン専門調査会は第１回

の調査会を８月の下旬に開いております。それから約１年余りの間に、１４回の会合を開

きました。どういうことを審議したかといいますと、ここにお示ししたとおりであります。

これは後ほどお手元の資料にもあると思いますが、さまざまなことを行ってきましたが、

特に昨年の１２月、米国におけるＢＳＥ発生という事態を受けてからは、国際的な状況を

きちんと把握しようと、検証作業に関しては日本が対象ですけれども、作業の内容に関し

ては、日本だけではなくて、世界に通用するようなグローバルスタンダードといいますか、

世界基準に基づいたものにしようということで、例えば、米国のＢＳＥ対策を検証された

国際調査団長のキム先生や、あるいはイギリスのＳＥＡＣというような牛海綿状脳症のか

なり中心的な存在になるオーガナイゼーションコミュニティーがありますが、そのピータ

ースミス委員長、あるいは、国際ＯＩＥ事務局の小澤名誉顧問、そういった方々をお招き

していろいろなお話を伺い、議論を深め、そしてこのようなディスカッションをしてまい

りました。そして７月に入りまして、今回お示しする中間とりまとめのたたき台について
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議論を開始しまして、最終的には９月６日、中間とりまとめ案をまとめさせていただき、

９月９日の委員会で承認を受けたという経過になっております。いまお話したことがここ

でございます。９月６日と９月９日のお話です。それと同時付けで厚生労働省や農林水産

省に通知が出されたということを伺っております。本日お話する内容につきましては、こ

ういった点についてです。 

はじめに、なぜ今、中間とりまとめなのかというタイトルがついておりますが、先ほ

どお話しましたように３年間の経過を経て、今の日本を取り巻く状況をかんがみた場合、

局長も言われましたように、この中間とりまとめ、３年間どのようなことがわかってどの

ようなことがわかっていないのか、何がどのように効果的だったのかを検証する作業が必

要だろうということで、可及的速やかにそういう作業を行ったわけであります。基本とな

るのはやはり科学的という、ここにもキーワードがございますけれども、科学的なデータ

と知見、これを踏まえることであります。もう一つの大事な点は、食品ですから牛の製品

から人へ、先ほど牛から牛のお話がございましたが、牛から牛、それから牛から人、さら

には人から人という３つの大きな要因がありますけれども、その中で特に牛から人への感

染リスクの低減効果について検討をしたという点がございます。我が国というのは先ほど

お話したとおりであります。これを踏まえた上で、今後のＢＳＥ対策に活用できるように、

ただしこれは先ほども述べましたし、繰り返しになりますけれども、直結するわけではあ

りません。 

背景になっている点、それも今ちょっと先走ると言いますか、まず最初にお話しまし

たが、今わかっていること、わかっていないことを明確化するということで、基本になる

のは、最後に申しますと、科学的という言葉があるわけです。これはすべてわかっている

わけではなく。わかっていないこともあるということをまず知っていただくと、現在何が

わかっているかどうか、わかっていないのかということをピックアップするということが

ありますし、もちろんそれについては対象はＢＳＥ、それから私たち人間に大きなリスク

になります変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病、これはｖＣＪＤと略しますけれども、

こういったかたちについて検証を行っています。 

最初にＢＳＥについてわかっていることをお話いたします。ＢＳＥは牛の病気で、脳

が海綿状になる病気であります。牛海綿状脳症という、読んで字のごとしの病気でありま

す。いろいろなところ、世界２３カ国、これは実はアメリカ合衆国は含まれておりません。

アメリカ合衆国の１頭はカナダに含まれています。で、２３カ国で約１８万頭強の牛がお
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ります。その大部分が英国、それから欧州大陸に 1,０００頭弱、数百頭ほどの発生国が

あります。日本ではこれは奈良のケースではなくてその前のケースですが、熊本のケース

も含まれていませんので１１頭になっていますが、今１２頭が確認されてさらに１頭疑わ

れているという状況であります。その内訳を見ますと、と畜場での検査でこの１１頭の時

点では９頭、死亡牛というこれは病気で亡くなっている牛を調べるわけですが、健康なと

畜牛を調べるよりも高率にＢＳＥが見つかるという点から、従来わかっていますが、死亡

牛の検査、７頭例挙げると、欧米の検査の欧州より英国のデータですと、こういった死亡

牛の方がリスクが高い、ＢＳＥのリスクが高いので、２０倍から４０倍程度の高率で検出

されていますけれども、我が国においてもやはり数倍の頻度で高率的にＢＳＥ感染牛が見

つかっています。ひとつ特徴的な点は、いわゆる８例目と９例目、これは２１、２３ヶ月

齢という生まれてから２年たたない非常に若い牛で、この感染が見つかっているというこ

とになります。ただし、これに関しましては、高齢で発症するような牛に比べますと、異

常プリオンたんぱく質の量が非常に少ないんです。５００分の１から 1,０００分の１く

らいという点が特徴的です。ですから、脳に変化も出ていませんし、ほかの検査では異常

はありませんが、ウエスタンブロッティングという１つの非常に感度の高い確認検査です

けれども、それを使って、それでのみこういう異常プリオンが出ていました。しかし、こ

れに関しては感染性があるかどうか云々という議論がありますけれども、この検査結果を

見る限りでは、私を含めて皆さんがやはりかなり陽性の疑いが出ているというのは一致し

ておりまして、予防検査の立場も踏まえますとやはりこれは陽性牛として扱うべきだろう

ということで、国の対応を行っている次第であります。そういう知見から検証を行った次

第であります。 

もう一つわかっている点は、ＢＳＥ発生牛、牛の体の中のどこに感染性があるかとい

うデータがございます。ご覧いただくとおり、脳が６０パーセント以上、それから脊髄、

それからこういう神経系あるいはリンパ組織、これで９９パーセント程度のプリオンが感

染牛から確認されています。ただ、肉やここに出ていない部分に関しては、非常に微量の

感染性がある可能性はありますし、それから、例えば牛を解体したときに脳や脊髄がこう

いったところについてしまう、付着してしまう、汚染してしまう、そういった可能性につ

いても考慮し検討を行った次第であります。私たちはわかる、わからないと言いますけれ

ども、それが全く１００パーセントわからないのか、９９パーセントわかるけれども、１

パーセントわからないのか、言葉にしますと両方ともわからないとなってしまいますが、
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これに関しては、かなりわかっていますし、いわゆるこれがすべてＳＲＭと、先ほどもご

紹介にもありましたように、特定危険部位という部分でカバーされているわけですけれど

も、ＳＲＭの部位が今後増えるかもしれない云々という話が、例えばこの脳のような感染

力の強いものがいきなりこの辺に出てくると、そういったことはない。わからないと言っ

ても、そういうわからないということであるということはご理解いただきたいということ

です。 

わかっている点について引き続きご紹介しますと、今度はｖＣＪＤ、これは変異型の

ＣＪＤのことですけれども、患者さんがどのくらい出ているかと言うと、今、全世界に１

５７名、やはり英国にほとんど集中していますし、この米印がついている方々というのは

英国で汚染された牛製品、牛の製品を食べたことでかかっているわけですから、ＢＳＥの

発生当初と極めて高い相関があるわけです。ほとんど９９パーセント以上英国ということ

で、フランスの５例とイタリアの１例だけが英国滞在歴はありませんけれども、例えばフ

ランスの場合は牛の脳を食べるとそういった食習慣との関係が、ここでもやはり特定危険

部位との関係が疑われているということになります。それから日本では患者さんはおりま

せん。ただし、これは未来永劫ないということではない。先ほど言いましたけれども、過

去３年間の検証をされて、それから１９８６年に英国でＢＳＥが確認されて以降、２００

４年まで日本では発生者はいないということであります。このような事実の記載でありま

す。 

こういった事実を踏まえまして、リスク評価といいますけれども、我が国において、

どのくらいのｖＣＪＤの患者さんが出るかや、感染リスクがどのくらいなのかを評価した

わけであります。広い意味でのＢＳＥ対策、言いかえれば、患者さんが出るかどうかとい

うのが一つ大きな重要なポイントになるわけです。それにおいては英国の試算、先ほど患

者さんが集中しているということでご紹介しましたけれども、英国の試算に基づいて対策

の評価を、それから対策をした前と後、あるいは、これは今回十分記載できておりません

けれども、今後対策を変更した場合にそのリスクがどうなるか、こういった点を検討する

と、今回はあくまでも総論的に大まかなところをやりまして、この点に関しては、今後さ

らに検討する必要があるとお考えいただければと思います。そして管理措置の実施状況に

ついて、これがどのくらい有効に行われているのか、机上の空論だけではなくてどのくら

いきちんと行われているかという点も検証した上で、低減効果を見たわけです。ここで先

ほどの点が出てきますけれども、わからない点というのはあるんだということをご理解い



－ 11 － 

ただくとともに、これを念頭に置いた検証をして最終的にはこういう本日のようなリスク

コミュニケーションを受けまして、厚生労働省あるいは農林水産省によって最終決定され

るということになるわけであります。 

そのためには、まず第１に、過去のリスクによる、患者さんがどのくらい出る可能性

があるかという点が大事になります。そのためには英国でどのように、お示ししたように、

ＢＳＥの感染牛はどのくらい私たちは既に食べてしまった可能性があるかという点が、ま

ず第１でありますし、今後どのくらいＢＳＥが発生するかということも大事であります。

こういったデータに基づいて、牛から人への移りやすさ等を科学的に生物学的にといいま

すか、そういった非常に科学的に厳密に計算できればいいんですが、残念ながらそういっ

た方法はありませんので、ＢＳＥ感染牛が多くいれば患者さんの発生リスクも高くなるだ

ろうという極めて単純な比例計算によるリスク計算、セカンドベストといいますか、次善

の策といいますか、そういったものを行ったわけであります。それから、例えば、日本人

と英国人ではｖＣＪＤにかかりやすさが少し違います。そういった遺伝的な要因もふまえ

て計算いたしました。ＢＳＥの感染牛は英国では先ほど１８万頭というのは、あれは症状

が出た牛だけですから、実際には１００万頭以上いただろうと推定されています。それを

１００万頭として、それからこれは最悪のシナリオといいますか、今ｖＣＪＤは１５７名

と言いましたが、どんなに多くても５,０００人を超えることはないという最悪のデータ

として、こういったデータを取ります。それを日本に比例計算で当てはめますと、感染牛

の試算としては５頭から３５頭、発症数としては 0.１から 0.９人と、ただしこれは先ほ

ど前のスライドでお話しましたように、既に過去ですね、今回のＢＳＥの管理体制がとら

れる前に、今の私たちの口に入ってしまった推定リスクです。現在、行われているのはほ

とんどゼロに等しいというか、極めて低いと、ＢＳＥ対策がきちんと有効に作用している

限りにおいては、ほとんど無視できるぐらいだということであります。それがこのスライ

ドであります。スライド１枚ずつ早くお話してしまって申しわけありませんが、先ほどの

データというか、数字というのはそうなっております。ここに、ＢＳＥ検査、ＳＲＭ除去

と書いてあります。これが今のＢＳＥ管理対策の大きな２つの柱であります。この２つと

いうのが適切に実施されていれば、これが極めて有効に働いていれば問題はないというこ

とになります。 

このスライドは現在行われている防止対策を１枚のスライドにまとめていただいたも

のですが、これは国際的な病気ですから対外的な形態があるわけで、そういった国からの
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我が国へのＢＳＥの流入を防止しなくてはいけません。それが飼料であり、あるいは食肉

であり、すべて輸入が禁止されていることですね。生きた牛であれ、何であれ、とにかく

遮断してしまうということです。それから、と畜場に行って肉骨粉になって飼料になって

ぐるぐる回って、これは牛・牛の感染ですが、これを止めるためには、ＢＳＥのリサイク

ル、そういったものを遮断していますし、それから、と畜場において、先ほどのＳＲＭの

除去とそれからＢＳＥの検査とを行っていると、この２つが大きな柱として肉の安全、食

物連鎖といいますけれども、私たちの口に入らないように、効果的な対策が取られている

かどうかという点を検証したということになるわけです。 

もう一度、繰り返します。この２つですね、牛から人、食品を介して人の口に入る対

策としては、この２つが非常に大きいわけであります。これが直接的に低減効果があるわ

けであります。対して、こちらはむしろＢＳＥが発生しないようにするということです。

ＢＳＥがなければ人の口に入る心配もないわけですから、これも重要なんですね。これは

むしろ、牛から牛の対策であります。飼料の管理あるいはトレーサビリティといいます。

耳に黄色い耳票というものを、こうぴろっと垂らされている牛をご覧になったことがある

と思うのですが、どの牛がいつ生まれてどういう経路でどんなかたちでということを全て

問い合せできる、追跡できる、あるいは、リスク牛、先ほど数倍あるいは数十倍効果的だ

と申しましたが、そのリスク牛も検査して、ＢＳＥ感染牛がどのくらいいるのかをきちん

と把握して、こういった柱で対策をとっているわけであります。 

ただし、検査に関していいますと、今のＢＳＥ検査の意義として、私たちは２つある

という立場で今回の報告書をまとめました。１つはＢＳＥの汚染程度を把握すると、日本

にＢＳＥに感染した牛がどのくらいいるのかということを把握することと、それから感染

した牛を私たちの口に入れないということなのです。また、限界があるということも事実

で、これはよく注目されていますが、検出可能な月齢のお話になります。基本的には十分

なデータがまだないと、断片的事実という表現をいたしましたけれども、それは科学的な

不確実性ということになります。感染実験というのは生きた牛を使いますから、各月齢で

せいぜい数頭しか使えないので、ネズミを使うのとはけた違いに少ない数しか検査はでき

ませんけれども、３２ヶ月ごろまでは異常プリオンたんぱく質がなかなか検査できない、

これは実験でですね。それから、と畜場で３５０万頭実際に調べてみると、これはと畜場

で実際のデータですが、９頭感染牛が確認されて、うちこういった２例、非常に微量です

けれども、異常プリオンたんぱく質が認められるということからすれば、これは過去のデ
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ータとしては２０ヶ月齢以下の検出は困難だというデータが導き出されると、これに関し

ては科学的に間違った記述ではないと判断したわけです。ただし、英国では２０ヶ月齢の

発症牛という例があります。これは先ほど申しましたけれども、１２頭、１３頭という１

００万頭というけた違いの１０万倍ぐらい汚染牛がいる国で、極めて高濃度のＢＳＥ感染

があった国でこういった発症例があったということですから、これがそのまま１０万倍汚

染度が低い、発症発生頭数から言えばですが、そういった日本の状況で直ちに当てはまる

ものではないかもしれない。この事実と上の事実を同列に考えるのは、それは慎重に考え

なくてはいけないという意味で、こういう記載をさせていただく次第であります。 

それから、ＳＲＭの除去に関しては、これは９９パーセント以上が集中している部位

を排除できればリスクのほとんどは低減できるでしょうし、これは極めて重要な、主要な

リスク低減、管理処理であると言えるということも示唆いたしました。しかしながら、例

えば、処理工程において残存するものや汚染される可能性があるということも事実であろ

うということ、あるいは非常に微量のものがある可能性、例えば、脳にものすごく高濃度

の異常プリオンたんぱく質がたまる牛の固体であれば、例えば、それ以外、今ないとされ

ているものにも、ほんの微量ながら出てくるかどうかまだ判断できない面があるというこ

とからすれば、検査をして脳に異常に高濃度のプリオンがたまっている牛を除外するとい

う検査の目的というのですか、意義も重要になるという意味であります。今申し上げまし

た汚染の心配というのは、こういう解体時の処置によって起こりうるということで、これ

についても今後検討してこういった恐れをなくすべきだろうと思います。いずれにしまし

ても、ＳＲＭの除去はこれは極めて有効で維持されるべきであると思います。また検査に

関しても先ほどのように、非常に高濃度にプリオンのたまった牛を食物連鎖から除外する

のは重要であろうと判断いたしますが、検査の限界がありますので、少なくとも過去３年

間の我が国のデータを見る限りにおいては、２１ヶ月齢以上の牛が検出される可能性はあ

るという評価をした次第であります。 

これが今回の大体の骨子でありまして、２０分という時間ですので、急ぎ足になって

しまいましたけれども、またお手元の資料の結論部分を読んでいただければ、今のお話を

確認いただけると思います。また、何か質問があれば、後でお伺いしたいと思います。 

以上です。 

○ 松本（厚生労働省） 

 続きまして、ＢＳＥ根絶のための飼料規制につきまして、農林水産省の釘田室長から説
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明をお願いします。 

○ 釘田（農林水産省） 

 農林水産省の釘田でございます。私の方からは農林水産省で担当しておりますＢＳＥ対

策について、説明させていただきます。 

 ＢＳＥに関する対策につきましては、もう皆様ご存知のとおり、農林水産省と厚生労働

省が協力し分担しながらやっているわけでございますが、その中で農林水産省はいわば家

畜、動物衛生・家畜衛生という観点でＢＳＥ対策をとっています。厚生労働省の方は当然

のことながら、人の健康・公衆衛生という観点で対策をとっておられるわけです。その中

で、農林水産省の家畜衛生、動物の衛生、牛の健康を守るという観点での対策ということ

になるのですが、これにもいくつかございまして、ここにあります飼料規制のほかに、個

体識別、トレーサビリティといった仕事ですとか、あと病気がどれくらいあるのかという

ことを確認するサーベイランスといったような仕事も私どもの方でやっております。本日

ご説明しますのは、このＢＳＥのリスクを減らすためのこの飼料規制というところに重点

をおいてご説明させていただきたいと思います。と言いますのも、私どもの仕事は直接的

には牛の健康を守るという観点からやっておりますが、それは当然のことながら、ひいて

は食品、牛肉の安全を確保するということにつながっているわけでございまして、相対的

に直接的に関係のあるのが、この飼料規制、フィードバンという言葉を使いますが、飼料

規制対策であるわけです。この飼料規制をやることによってＢＳＥという病気をなくすと、

この日本の国からなくすということが私どもの究極の目標になっているわけでございます。

もう既に金子先生の方からご説明もありましたけれども、食品安全委員会からの報告書が

出まして、この中で飼料規制についてもいくつかの提言がなされておりますので、それを

受けまして、現在、農林水産省の方で、この飼料規制についても見直すべき点がないかど

うかということを検討しているところでございますので、これについてご説明させていた

だきます。なお、遅くなりましたが、お手元の資料の、農林水産省の資料とこの私がご説

明しますスライドとちょっと順番が違っておりますが、内容は同じでございます。説明の

順番が違くなりますが、ご了承ください。 

 まず、このＢＳＥの発生につきましては、繰り返しになりますが、まず基本的にこの病

気というのは異常プリオンたんぱくが含まれた肉骨粉というものを牛が食べることによっ

ておきる病気であるということです。したがって、これは例えば空気感染とか接触感染、

そういったことで感染する病気ではございません。あくまでも口から食べることによって
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自然界ではおこっているということです。これまでに１８万頭以上、ほとんどイギリスに

なるのですが、発生がございます。日本での発生状況はここにありますとおりで、最近の

熊本の例、１１頭目まで発生が確認されております。これらの発生の原因究明なのですが、

昨年の９月に疫学専門家が調査結果を取りまとめておりますが、その中で言われておりま

すことが、ここにあります黄色い字で書いてありますが、牛用飼料への製造・輸送段階で

の肉骨粉の意図しない混入による感染の可能性が考えられるということであらわされてい

ます。この意図しない混入というのが非常に大事でして、特にこの報告書では１例目から

７例目までの牛が食べた飼料というのを、すべて洗い出して調べたのですが、明らかに肉

骨粉を食べているという牛はいなかったわけです。しかしながら、ＢＳＥにかかったとい

うことは、どこかでその牛はプリオンを含んだ餌を食べてしまったと。その原因がはっき

り特定はできないのですが、製造段階あるいは農家の段階、どこなのかわかりませんが意

図しないかたちでプリオンが混ざってしまったんだろうということが言われています。こ

の意図しない混入というのをクロスコンタミネーション、交差汚染という言い方をします。

交差汚染という言葉がよく出てきますが、このことを言っております。これが日本でのＢ

ＳＥの発生原因だと言われているわけです。したがって、この絵は先ほどの金子先生の中

にも同じものが出てまいりましたが、日本でのＢＳＥをなくすための対策というのは、こ

れは非常に単純なことでございまして、要は牛の口にプリオンを含む餌が入らなければい

いわけですから、そういった感染ルートを絶てばいいわけです。まず輸入、これは海外か

ら入ってくる、もともとヨーロッパで始まった、イギリスで始まった病気ですから、それ

が今ヨーロッパに広がり北米に広がっていますけれども、海外から入ってくるそういった

リスクのあるものを日本に持ち込ませないという対策が重要ですので、左端にありますが、

輸入の肉骨粉、これは現在すべての国から発生のない国も含めて、すべての国からの肉骨

粉の輸入を停止しています。また、生きた牛についても発生国からは輸入を認めていない、

もちろん牛肉そのものの輸入も認めておりません。そういったことで、まず海外からそう

いった感染源になるものが入ってくるのを絶つというのが１つです。それから、国内での

サイクルがあるわけですが、牛がと畜場で解体処理されまして、食料に回る部分以外のも

のが従来餌として再利用されていたわけです。これが肉骨粉製造工場の実態でありまして、

このルートを通じてまた牛の口に入るということがありまして、これが有効な資源活用と

いう意味で、世界各国とも行っていたわけですが、この牛のＢＳＥという病気が出てしま

ったために、このルートがある限り、これは病気を拡大再生産するということになってし



－ 16 － 

まうわけです。ですから、この肉骨粉を牛の餌に使うのをやめましょうということで、こ

こにも赤いバッテンがついています。もう今、国内では肉骨粉はすべて焼却処分するとい

うことになっています。ですから、国内ではこれがもう一回牛の口に入ってＢＳＥにかか

る牛が出てくるということは、理屈上はおきないということになっています。ただ、こう

いう対策がとられたのが、法的な措置がとられたのは、国内でＢＳＥが確認されました平

成１３年１０月以降ですから、その前に生まれた牛というのは既に食べてしまっていた可

能性があるものですから、そういった牛の中から今後また何頭か出てくる、感染牛が出て

くるということは考えられますし、さらにもう一つ厄介な問題はこういった対策をとって

いるにもかかわらず、これは外国でも言えることなのですが、あらゆる対策をとってもそ

の対策の隙間をぬってどこかで先ほど言ったクロスコンタミネーション、交差汚染という

のが起きてしまって、理論上では起きない感染というのがヨーロッパの国でも起こってい

ます。したがいまして、このバッテンが何ヶ所かついておりますけれども、この対策をか

なり厳密にやらないとなかなか実際上は病気がなくならないという問題がございます。 

 したがって、この飼料規制の考え方、私どもがやっています飼料規制の基本的な考え方

というのを２つにまとめておりますけれども、まずＢＳＥの感染源となりうるものを餌に

使わない。これはいわば入り口で規制するということでございまして、肉骨粉それから魚

粉、魚粉そのものにはもちろんＢＳＥの原因のものは入らないのですが、そういったもの

が混ざってしまう可能性があるということで、そういったおそれのあるもの、あと動物性

油脂そういったものを含めて牛用の餌としての利用を禁止するというのが１つの対策です。

それからもう一つ、下の方が、今度は利用の仕方という意味での対策でございまして、牛

用飼料とその他の飼料の分離、その他の飼料といいますのは、牛以外、つまり豚とか鶏用

の餌、そういったものとを分けるという対策がとられています。それとこれはまさに交差

汚染防止対策ということなのですが、このために飼料の製造・保管・輸送あるいは農家の

利用段階、そういったすべての段階で牛用の餌とその他の餌が混ざらないような対策をと

っているところです。 

 まず、原料規制の方を表にまとめたものですが、これは飼料原料として縦に代表的なも

のが書いてございますが、縦に肉骨粉・獣脂かす。これは牛以外のものはまさにＢＳＥの

原因になるものですから、これは、当然、牛に与えてはいけません。そのほかにも豚・

鶏・魚、これは実はこういった動物に食べさせても、こういった動物がＢＳＥになるとい

うことはないのですけれども、先ほど申し上げました意図しない混入といったことを防ぐ
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ために、現在こういった家畜に対しても与えてはいけないという対策をとっています。そ

れから、縦の方ですが、チキンミール（鶏由来のたんぱく質）あるいは動物性油脂、こう

いったものには本来はプリオンといったものは入ってこないはずです。しかしながら、こ

れも牛については、こういったものを与えることによって、何か、例えば、牛以外のもの

が混ざってしまうおそれがあるということで、現在、こういった本来安全なものについて

も、牛には与えてはいけないという対策をとっているところです。もう一回言いますと、

本当は直接ＢＳＥの感染ルートに関係があるのは、この牛由来のものを牛に食べさせる、

このバツ印だけなのですが、念のために交差汚染を防ぐために、こういったそれ以外のと

ころも規制をかけているというのが現状です。 

 それから、これは、今度は製造段階の交差汚染対策ということになります。これは非常

に物理的な単純な話なのですが、本来であれば１つの飼料工場で１つのラインで牛の餌を

つくった後に豚の餌をつくると、あるいは隣のラインでそういうことをやるというのは別

に問題がなかったのですが、このＢＳＥ対策として交差汚染を防ぐという観点で、このラ

イン分離と、牛用の餌と豚・鶏用の餌のライン分離という対策をとっているということを

示した絵です。ここにありますように、真ん中の赤い線で、隔壁をつくって、牛用のエリ

アとこの豚・鶏用のエリアが混ざらないようにしているというそういった物理的な対策を

講じているところです。これは今年度末までに、牛用の餌をつくっている工場は、その専

用工場にするか、あるいはこういったライン分離措置をきちんととるということになって

おります。 

 これが、食品安全委員会の中間とりまとめの私どものリスク管理対策に関連する部分な

のですが、ちょっと読み上げてみますと、ＢＳＥ発生対策として現在行われている飼料規

制により、ＢＳＥ発生のリスクは極めて小さいものと考えられるが、若齢のＢＳＥ牛が確

認されていることも踏まえ、飼料規制の実効性が保証されるよう行政当局によるチェック

を引き続き行うことが重要であるとなっております。 

 それでは、どういうふうにしてチェックを行っているかということになるのですが、そ

の前に、まず実際に、では、牛はどういう餌を食べているのかということなのですが、こ

れは家畜の種類によりあるいは成長の段階によって、もちろん餌の内容は違うのですが、

これは乳牛を例にとってみますと、半分ぐらいは牧草類を食べていまして、残りがいわゆ

る濃厚飼料と言われるものですが、その中の４割程度は配合飼料、これはほとんど９割程

度海外から輸入されたとうもろこし・麦等を原料として国内で製造された配合飼料が与え
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られています。そのほかに、植物油・かす類あるいは穀物その他の濃厚飼料といったもの

が与えられています。 

こういった餌が家畜の口に入るまでの間に、飼料検査体制というのはどうなっている

かということを示した絵です。まず、先ほども出ましたが、まず輸入段階につきましては、

肉骨粉については輸入を禁止しております。あと魚粉も動物性のたんぱくが混ざってしま

うという心配がありますので、これも輸入段階で検査をして、そういった混ざったものに

ついては輸入を認めないという対策をとっています。これは動物検疫所がそういった検査

を行っております。それから、この配合飼料工場、ここにつきましては肥飼料検査所とい

う機関がございまして、ここが立ち入り検査をしてそういった問題がないかどうかを検査

しております。それから、この配合飼料の販売店・卸売店それから農家団体、こういった

ところについては都道府県が同じように立ち入り検査あるいは指導をしているということ

でございまして、こういった各団体で国の機関あるいは都道府県が協力しながら、検査体

制をとっているということでございますが、これをさらに中間報告にありましたように、

もう一度見直して強化すべき点がないかどうかということを現在検討しているところでご

ざいます。 

その中で、現在、私どもが検討している点が３点ございまして、それをご説明申し上

げます。まず第１点目が輸入段階、これは飼料の輸入段階なのですが、現状ではまず飼料

の輸入業者の届出というのをやっているのですが、現在は輸入しようとする飼料の種類は

届け出ることになっていますが、実は飼料の原材料としてどういうものが含まれているか

ということについては、届出の義務となっておりません。ここについては今後強化した方

がいいのではないかということで、今後の検討方向としましては、この輸入飼料の原材料

の種類についても把握できるような仕組み、さらにその輸入業者に対して、禁止されてい

る原料を輸入していないかどうか、そういったことを検査できる体制をつくっていこうと

いうのが１点目でございます。 

それから２点目でございますが、今度は飼料の販売段階でございます。飼料の販売業

者は事業の開始前に届け出ることとされておりますが、実は現在、卸売り業者はこの届出

の対象になっているのですが、町中でも見られます小売用の、ホームセンターなどで売ら

れている餌ですね、そういったものを扱っている小売業者、それについては届出の対象か

ら現在除かれております。これにつきましても、今後の検討方向として、こういった小売

業者についても現状を把握して飼料の混入防止のための監視・指導ができる体制をつくる
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べきではないかということを検討しております。 

それから、３点目です。今度は農家段階になりますが、現状では、先ほど言いました

ように、都道府県が中心になりまして、牛を飼っている農家に対する禁止されている飼料

の誤用・流用、そういったことがないかどうか、監視・指導が行われてはいるのですが、

それが必ずしも十分ではないという点がございます。これにつきましても今後の方向とい

たしましては、都道府県だけではなくて国の機関、地方農政局もその役割分担をしながら、

県と連携してこの巡回指導の機会を活用した周知徹底を行う、指導監視を連携して行って

いくという方法で検討したいと考えているところです。 

以上の飼料検査体制の強化を現在検討しておりまして、もう１回おさらいいたします

と、この絵が現状の体制なのですが、これに今、赤い字で出てきましたけれども、この赤

いピンクの字が入ったところが今後強化しようとしているところでございまして、１つは

輸入段階についても飼料検査所のチェックを行うようにしたいということ、それから小売

店に対するそういった検査体制も構築しようと、さらには農家に対する検査体制も、地方

農政局も関与するかたちで強化していきたいというこの３点が内容になっております。 

いずれにしましても、最初の方にも申し上げましたように、このＢＳＥという病気は

病気自体は大変恐い病気ですし、非常に厄介な病気なのですが、この病気の性質から感染

を防ぐということは、理論的には非常に単純な措置でできるわけです。ただ、実施にはそ

ういった交差汚染というのがありますので、目に見えないところで紛れ込んでくるという

のをどうやって排除するかというのが非常に難しい問題になります。したがいまして、部

分的には過剰な規制をかけているという点もあるのですが、当分の間、これは国内からＢ

ＳＥという病気をなくすためには、ある程度そういった厳しい規制にも我慢していただい

て、さらに今、若干不十分な点があるのではないかと思われるところについては、こうい

ったかたちで強化しながら、近い将来に国内からＢＳＥという病気を根絶しようというの

が、私ども農林水産省の対策になります。 

最後に、この表はそういった国内のＢＳＥの広がりがどの程度あるか、あるいは私ど

もがとっている対策、特に飼料規制の対策が本当に有効なのかどうかということを確認す

るために、サーベイランスというのをやっております。これは後ほどお話が出ますが、い

わゆる全頭検査、と畜場でのＢＳＥ検査もサーベイランスの意味がございますが、それと

は別に、これはと畜場へ行かない農場段階で死んでしまう牛ですとか、病気でと畜場へ出

荷できない牛、それについてＢＳＥにかかっていないかどうかを調べるということを農林
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水産省の方ではやっておりまして、これまでにここにありますような頭数を検査しまして、

実は平成１３年の赤字で書いております１頭というのが平成１３年の９月１０日に見つか

った第１頭目のＢＳＥ牛なのですが、その後、ことしの３月にももう１頭見つかっており

ます。このサーベイランスをやりながら先ほど来ご説明いたしました飼料規制の有効性、

そういったことも検証し、さらには国内からＢＳＥをなくしていくための対策に引き続き

努力していきたいと考えているところでございます。 

私の説明は以上です。ありがとうございました。 

○ 松本（厚生労働省） 

 続きまして、国産牛肉のＢＳＥ対策につきまして、厚生労働省の蟹江専門官から説明い

たします。 

○ 蟹江（厚生労働省） 

 厚生労働省食品安全部監視安全課の蟹江でございます。私の方からは国産牛肉のＢＳＥ

対策ということで、現状と現在の食品安全委員会の報告書を踏まえました検討状況を含め

まして、スライドを用いてご説明をさせていただきます。 

 まず、最初のスライドでございますが、ＢＳＥ問題の内容ということで、先ほど金子先

生・釘田室長からもお話がございましたとおり、ＢＳＥの問題といたしましては、この食

肉処理・肉骨粉製造工場・農場の感染のサイクルができ上がり、その中に異常プリオンた

んぱく質が混入していますと汚染が拡大します。この感染サイクルを遮断することが重要

ということで、農林水産省の方で今、飼料の安全対策がとられています。私ども厚生労働

省といたしましては、こういったＢＳＥが発生している中で、牛肉等の安全性をどのよう

に確保するかということで、食肉処理の段階でいわゆる特定部位ＳＲＭ除去、それからＢ

ＳＥの検査ということで、食肉の安全性の確保をしているところでございます。食肉の安

全確保ということは、最終的には人の変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の発生防止とい

うことを最終目的としております。それから国内対策は以上でございますが、外国から輸

入されてまいります食品につきましても、監視をしております。厚生労働省では全国に検

疫所というところがございまして、これは食肉に限らず、すべての食品の輸入の監視をし

ておりまして、その段階でＢＳＥが発生をしている国から牛肉あるいはそれらの加工品の

輸入がなされないようチェックをしている状況でございます。 

こちらのスライドが日本でＢＳＥが確認された以降の対策でございますが、皆さんご

承知のとおり、平成１３年１０月１８日からと畜場での検査を開始すると同時に、と畜場
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でのＳＲＭであります頭部、せき髄、回腸遠位部の除去、焼却の義務づけをしております。

それから平成１６年２月１６日には、牛せき柱の食品への使用禁止、これは食品衛生法に

基づきます基準を設定したところでございますが、せき柱、背骨でございますが、骨自体

には特に感染性はございませんが、後ほど詳しい写真を用いまして少しご説明をさせてい

ただきますが、このせき柱の中に、先ほど金子先生のスライドの中に背根神経節という言

葉が出てきたと思いますが、背根神経節が含まれるためにこのせき柱全体として規制をし

ているという状況でございます。 

 こちらのスライドがと畜場におけますＢＳＥ対策全般を示したものでございます。まず、

すべての牛から異常プリオンたんぱく質が蓄積されると言われております部位を除去・焼

却をするということです。それから、と畜場でいま現在すべての牛を対象にＢＳＥのスク

リーニング検査、これは都道府県の食肉衛生検査所で行われておりますが、そこで都道府

県の職員かつ獣医師の方が検査に携わっております。こちらの一次検査、これはかなり感

度が高い検査でございますので、最終的にＢＳＥではないものも、陽性と判断されるケー

スがございます。ですから、このスクリーニング検査で陽性となったものにつきましては、

さらに精度の高い確認検査、ウエスタンプロット法・免疫組織化学検査という検査を行い

ます。この検査は国立感染症研究所や帯広畜産大学、あるいは北海道大学に検査検体を送

付いたしまして、検査を実施するということになっております。この確認検査のウエスタ

ンプロット法・免疫組織化学検査のどちらかが陽性となった場合には、最終的に厚生労働

省の専門家会議で確定診断をしていただいて決定すれば、その当該牛につきましては、焼

却をするということになっております。両方とも陰性と判断されれば、食肉として流通と

いうかたちになります。ですから、ここの陰性とこの陰性は全くイコールのものでござい

まして、仮にここでスリーニングが陽性であるものについても確認検査を行えば、陰性に

なるものはたくさんあるということでございます。 

実際にＢＳＥ検査を行っておりますのは、都道府県の食肉衛生検査所でありますが、

現状といたしましては、牛を処理すると畜場、全国で１６１施設ございます。それから検

査所につきましては１１５機関、７６自治体ということで、１つの検査所で複数のと畜場

を管理しているところもございます。それから、と畜検査員、獣医師の資格を持っている

都道府県の職員でございますが、２,１５２名という体制でございます。 

ＢＳＥ対策につきまして、先ほど金子先生の方から詳しいご説明がございましたが、

食品安全委員会におきまして、検討がなされております。平成１５年４月に食品安全委員
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会が設置されており、１６年２月からＢＳＥ全般につきまして、科学的な評価・検証が開

始されております。９月に日本でのＢＳＥ対策の評価検証結果の中間とりまとめが公表さ

れ、厚生労働省にも通知がされております。その食品安全委員会の評価結果の総論でござ

いますが、ＢＳＥ感染牛が食物連鎖に入り込んだ結果として、人への感染を起こすリスク

は現在のＳＲＭ除去及びＢＳＥ検査によって効率的に排除されている、こういう総論的な

評価結果が示されております。 

ＳＲＭにつきまして、より詳細なご説明をさせていただきたいと思います。まず、と

畜場、食肉処理の段階で処理する部位でございますが、日本を見ていただきますと、頭部

全体、これには扁桃も含まれる形で除去しております。それからせき髄、背根神経節を含

みますせき柱、それから腸でございますが、日本では回腸遠位部を除去しております。他

の国を少し参考までに表で示しておりますが、アメリカを見ていただきますと、除去する

部位といたしましては、ほぼ同じでございまして、一部違いますのは腸は小腸全体という

かたちでアメリカの方では規制をしております。それから、中枢神経系のせき髄ですとか、

あるいは頭蓋の部分ですとか、それからせき柱の部分は３０ヶ月齢以上という規制になっ

ておりまして、これはアメリカの評価でＢＳＥの発生率は少ないということと、それから

ＢＳＥの感染実験のデータで３２ヶ月から感染性が認められているというデータがござい

ますので、そういったデータをもとに３０という月齢で区切っているという状況でござい

ます。ＥＵの方を見ていただきますと、ＥＵではこの３０ヶ月ではなくて、１２ヶ月とい

うかたちで線引きがなされており、各国少しリスク管理措置が異なっているという状況で

あります。 

具体的にどういう部位を除去しているかということで、なるべく実態をご理解をいた

だくために、少し都道府県の方にお願いをして、写真を取り寄せてまいりました。頭部に

つきましては頭が逆さになっておりますのでわかりにくいかもしれませんが、こういった

形で頭部全体をＳＲＭとしております。それから、せき髄と背根神経節でございます、少

しわかりやすいようなかたちでカットした写真でございますが、これがせき髄でございま

す。それからこれがせき柱で骨でございますが、その間に、この両側に少し膨らんだ部分

があると思いますが、こちらが背根神経節でございまして、これだけをうまくなかなか取

り除くことはできないということで、せき柱全体で除去するということになっております。

こちらはせき柱の基本的な写真を用意しました。こちらは回腸遠位部の図でございますが、

このと畜場では、回腸遠位部は盲腸から２メートルということで、我々の方で定めており
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ますので、ここにテープがございますけれども、ここから伸ばしてこの線を越えたところ

でこちらをカットすると、２メートル以上となって、実際にはこういった管理がなされて、

適切に除去はされているという状況でございます。こちらが、先ほどの写真の部分をどう

いったかたちで除去し、それから焼却をするかという管理の状況についてまとめたスライ

ドでございますが、まず、頭部やせき髄あるいは回腸遠位部、基本的にはと畜場の段階で

除去をするということで、と畜場法に基づきまして、その除去・焼却は義務化されており

ます。それから専用の容器に保管すること、あるいは記録の保管もと畜場の管理者に義務

化されております。それから食肉への汚染防止につきましては、と畜業者の方に義務がか

けられておりますが、具体的にＳＲＭを除去する場合の具体的な方法等について、要領を

定めております。その基本的な部分を抜粋してまいりました。まず専用の容器に保管とい

うことと、機械器具等の保護・洗浄・消毒、それから先ほどご説明いたしましたと畜検査

員によります確認と、それから完全焼却ということで８００度以上で完全な焼却を行うこ

と、そうしますと異常プリオンたんぱく質が完全に不活化されますので、こういった焼却

を行っているということでございます。具体的には、頭部でございますが、扁桃を含むか

たちで処理をいたしますが、タン・頬肉は汚染がないように処理をして、利用ということ

にしております。それから、回腸遠位部につきましては先ほどのスライドにもございます

とおり、２メートルの部分を幅広めに除去をしています。せき髄でございますが、よく新

聞報道等でせき髄が肉等に汚染をするような、飛び散るというような表現で報道がなされ

ておりますが、後ほど具体的な方法もスライドで用意しておりますが、背割りをする場合、

真ん中にせき髄がございますので、せき髄も同時に切断されると。そうしますと、その切

断することによって、枝肉の方のせき髄片が付着するというような懸念が持たれておりま

す。しかしながら、背割りをしてせき髄を除いた後、通常、高圧洗浄で枝肉を洗浄いたし

ますので、そうしますとそういった付着したものもすべて除かれるということで、我々の

方も研究事業で効果の検証を行っています。しかしながら、その研究の事業の中で、でき

るだけ背割りをする前になるべく多くのせき髄を除去できれば、それは予防的には望まし

いということでございますので、そういった背割りをする前にせき髄を除去するというこ

とを推進してまいりました。現状を見てみますと、と畜頭数ベースで約９割のものが背割

り前にせき髄が除去されておるということでございます。この残り１割につきましても、

当然、背割りを行った後、その後で確実に除去されるということでございますので、この

９割だけがせき髄除去されているという誤解のないようお願いしたいと思います。 
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具体的な食肉の処理の流れに沿って、なるべくビジュアルなかたちでご説明をしたい

と思います。写真を用意してまいりました。まず、牛が生体の状態でと畜場に搬入されま

すけれども、まず牛を気絶させるということで、額のこのあたりにまず穴をあけます。そ

うすると気絶いたします。しかしながら、反射運動で足が動く状況でございまして、作業

員の方が非常に危険な状況になりますので、その穴にこういったワイヤーを入れて中枢神

経組織を破壊して、そういった反射運動を抑制するという作業が行われておりますが、脳

組織による汚染が懸念されますので、ピッシングの中止を進めております。それから、そ

の次に皮をはぎまして、これは背割りの前にせき髄を吸引除去している写真でございます。

こういったホースで吸引をしております。それから、これが電動のこぎりでこのと体を真

っ二つに切る作業でございますが、洗浄水をかけながら、背割りを行いまして、のこくず

の飛散防止を行っているという状況です。それから、そののこぎりでございますが、こう

いったスクリーンの上でのこぎりについたのこくずを回収いたします。それから背割りを

した後、せき髄の硬膜が残りますので、手作業で入念に除去をするという作業がございま

して、それから枝肉を洗浄しますと、のこくずが流れてまいりますので、そういったもの

についてはこういったメッシュで受け止めるということにしております。最終的に洗浄の

後、枝肉にせき髄片が付着していないかどうか確認をすると同時に、器具ですとか長靴な

どを、専用の容器に保管をして、通常のものとは区別するというようなことが行われてお

ります。 

食品安全委員会の方の評価検証結果を見てみますと、この赤いところを見ていただき

ますと、全月齢の牛を対象としたＳＲＭ除去措置を変更しなければ、それによりｖＣＪＤ

（変異型クロイツフェルト・ヤコブ病）のリスクが増加することはないということで、

我々の検討の方針といたしましては、今までどおり、全月齢からのＳＲＭ除去の継続とい

うことで現在検討をしております。 

それから、このＳＲＭの除去に関しまして、その実施状況を定期的に検証するなど適

正な実施が保証される仕組みを構築すべきというご指摘も報告書に記載されておりますの

で、と畜場におきますＳＲＭ除去の状況の定期的な検証を行うと同時に、ＳＲＭによる枝

肉等の汚染防止措置の評価方法の研究開発も進めていこうということで、こういった内容

を、現在、検討してございます。 

続きまして、検査の方法のお話を少しさせていただきますと、これもほかの国との比

較の表を準備させていただきましたが、まず日本では目的が食肉検査ということで、フー
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ドチェーンにＢＳＥ感染牛が入り込まないように、検査をして陽性になればその段階で排

除するということで、現在、全頭検査と言われていますとおり、全ての牛について検査を

しております。また、他の国、アメリカなどでは、食肉検査というよりはサーベイランス

というかたちで、ＢＳＥの浸潤状況等を把握するために、一部の牛について検査がなされ

ています。ＥＵにつきましては、その中間的な、日本とアメリカと中間的な体制と申しま

しょうか、サーベイランスでもあり、食肉検査でもあるということで、健康牛については

３０ヶ月齢以上全頭、リスク牛については２４ヶ月齢以上の牛全頭について検査がなされ

ていると、こういう実態でございます。 

日本でＢＳＥの全頭検査を開始した背景でございますが、平成１３年１０月１８日か

ら開始しておりますが、その当時、まだ牛の月齢を正確に把握することができなかったと

いうことがまず１つと、それから、国内初のＢＳＥ感染牛が確認されたという直後で、検

査をした肉としていない肉が流通することへの強い不安があったことなどから、全頭検査

を開始したという背景がございます。これは先ほどのスライドと同じスライドで検査の流

れが書かれておりますが、資料の方をご覧いただければと思います。こちらが実際のＢＳ

Ｅ検査の写真でございますが、こちらが頭部から延髄の部分の採材しているところで、こ

れが延髄でございます。そういったものを使って、これは検査キットでございますが、食

肉衛生検査所で検査キットを使って検査を実施しているものです。検査キットにつきまし

てはいくつか評価がなされておりますが、ＥＵにおいて評価されているＢＳＥ簡易検査キ

ットでございますが、こういったものがございます。日本でも同じようなものを使ってお

りますが、このプレライザＢＳＥというのが国産の検査キットで、導入しているものでご

ざいます。 

こちらが、ＢＳＥ確認検査の陽性事例の写真でございますが、ウエスタンプロット法

の結果を見ていただきますと、この黒い３本のバンドがご覧いただけると思います。この

３本のバンドが出てきますと、ＢＳＥ陽性となります。それからもう一つの確認検査の方

法といたしまして、免疫組織化学検査ということで、脳をスライスして染色をするわけで

すが、これは顕微鏡写真でございますけれども、この茶色部分が異常プリオンたんぱく質

が蓄積している部分でございます。 

これまでのと畜場におけます検査の結果でございますが、約３５０万頭を検査して、

１０頭のＢＳＥ感染牛を確認しております。平成１３年９月に千葉県で確認されました１

頭と、もう一つ、農場段階での死亡牛の検査で確認された１頭含めますと、国内では１２
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頭という、この１２頭が報道されている数字でございます。こちらが、その１２頭の一覧

表でございますが、１頭目と１１頭目を除いたものがと畜場で確認されているものでござ

います。その中で、８頭目、９頭目がいわゆる若齢牛と言われているＢＳＥの感染牛でご

ざいまして、８例目、９例目以外はウエスタンブロット法でも免疫組織化学検査法でも、

両方で陽性を確認しております。８例目、９例目につきましては、異常プリオンたんぱく

質の蓄積は少なかったということもございまして、ウエスタンブロット法で陽性、免疫組

織化学検査では陰性という結果になっております。 

こちらのスライドはこれまで確認されましたＢＳＥ感染牛の出生年度分布を示したグ

ラフでございます。平成７年度と８年度をあわせますと９頭で、それから１１年度で１頭、

１３年度でいわゆる若齢牛２頭のものでございです。それから、こちらが感染牛が確認さ

れたときの月齢と確認年度をあらわしたグラフ、図でございますけれども、こちらの上の

方の３つの固まりといいますか、こちらが平成７年度、８年度生まれ牛でございます。確

認年度が遅くなれば遅くなるほど、当然、月齢も上がってくるということがわかると思い

ます。その下の、２１，２３でございますけれども、これは若齢牛のものです。それから

１つグループが違いまして、平成１１年度生まれのものが１つ、今年度でございますが、

確認がされております。こちらのスライドはＢＳＥ検査に関します食品安全委員会の検証

の結果でございますが、先ほど金子先生の方からもご説明がございましたが、現在のＳＲ

Ｍ除去の措置を変更しなければ、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病のリスクが増加する

ことはない。先ほども少し説明したところです。それから、いろいろ断片的な事実しか得

られていないと書かれておりますが、２１ヶ月齢以上の牛については現在の検査方法によ

りＢＳＥプリオン存在が確認される可能性があるという結論でございます。 

それから、同じ検証結果でございますが、今後の我が国のＢＳＥ対策を検討する上で十

分考慮に入れるべき事実ということで、２つの内容が報告書に書かれております。２１、

２３ヶ月齢で発見された２頭については、異常プリオンたんぱく質の量が非常に微量であ

ったということと、それから我が国におけます約３５０万頭による検査により２０ヶ月齢

以下のＢＳＥ感染牛を確認することができなかったということを十分考慮に入れて、ＢＳ

Ｅ対策を検討すべきということで、我々厚生労働省の方では食品安全規制については、科

学的合理性を持つことが重要と考えております。検査の対象月齢の検討に当たりましては、

食品安全委員会が科学的見地からまとめました、今ご説明いたしました報告書を尊重すべ

きと考えております。 
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それから、ＢＳＥに関します調査研究事業でございますが、厚生労働科学研究事業で国

立感染症研究所の佐多先生が主任研究者でございますが、いろいろ検査法の開発ですとか、

あるいはＢＳＥの発症機構に関する検討ですとか、あるいは、と畜時の食肉の汚染防止法

の検討を現在進めております。食品安全委員会からのレポートにおける指摘の中にもこう

いった研究を進めるべきという指摘もございますので、引き続き研究事業の推進を進めら

れるように、検討しているところでございます。それから、最後になりますが、厚生労働

省といたしまして、今後の方針でございますが、先ほどご説明をいたしましたとおり、食

品安全委員会の評価検証の結果を十分尊重しながら、リスクコミュニケーションの中でい

ろいろな方々の意見をお伺いして、食品安全委員会の方に、そういったご意見を踏まえま

した具体案を諮問することとしています。その諮問の中身といたしましては、ＳＲＭの関

係、ＢＳＥの検査の関係、もう一つが調査研究の関係、こういったものについて食品安全

委員会の方に諮問をしていこうということで、今、検討をしております。 

以上が、国産牛肉のＢＳＥ対策といたしまして、厚生労働省がとっております施策等の

現状、あるいは現在の検討状況についてご説明をさせていただきました。 

ありがとうございました。 

○ 松本（厚生労働省） 

 では、これから意見交換に入りたいと思います。 

 進行はコーディネーターの姫田消費者情報官にお願いいたします。 

○ 姫田（農林水産省） 

 どうも、長い間お疲れ様でございます。できるだけ意見交換の時間を多く持ちたいと思

いますので、休憩なしに続行させていただきます。 

 まず、本日は厚生労働省と農林水産省が行いますリスクコミュニケーションでございま

して、ＢＳＥに関する国内対策についてのリスクコミュニケーションでございます。先週

の土曜日に大阪で食品安全委員会主催のリスクコミュニケーションがございました。これ

は先ほど金子先生からご説明がありましたいわゆる食品安全委員会の今回の中間とりまと

めについてのリスクコミュニケーションということで、それを受けての国内対策をどうし

ていくかということに絞って、本日はリスクコミュニケーションを行っていきたいと思っ

ております。 

 リスクコミュニケーションというのは、主役は本日ご出席の皆様方でございます。相互

に意見交換を行って、お互いの立場をより理解していく、これは我々行政もそして皆様方
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も加わって、お互いの立場を理解していくということが一番大切なことであると思ってお

りますので、積極的なご発言をお願いしたいと思います。 

 本日はまず最初に、国内対策についてリスクコミュニケーションを行いたいのですが、

先ほど局長からもお話いたしましたが、いわゆる今回の日米の首脳会議の中で、いろいろ

とお話があったと思います。その中で、輸入再開に向けての議論を進めていくんだという

ようなお話があったかと思いますが、そういうことも含めたアメリカとの問題などについ

ても、さまざまな報道が行われています。こういうことについて、まず皆様方から少しご

意見を何人かからいただいて、お答えさせていただくということ、そして、それをしてい

ただいた後、前半はＢＳＥ根絶のための飼料規制について、これは先ほど釘田室長がご説

明したものでございます。これについて意見交換をし、そして後半は国産牛肉のＢＳＥ対

策について蟹江専門官からご説明したものについて、具体的にはＳＲＭの除去、それから

ＢＳＥ検査、そして調査研究などということについての意見交換をしたいと思います。 

 それでは全体を通してということでございますが、本日の議論の前提として、時間を有

効に活用する観点から、ご質問・ご意見とも一人当たり２分でお願いしたいと思います。

１分３０秒になるとチンというのが鳴りまして、２分になりますとチンチンと２回鳴りま

すので、そこまででおやめいただきたいと思います。最初に全体の話、そして、前半の話、

後半の話で、それぞれ区切りますので、それぞれのグループではまず最初にお話する１回

目の方を優先して当てさせていただきます。質問された方は、お名前をお願いしたいと思

います。そして差し支えなければ、所属も言っていただければ、それぞれ聞く方の理解に

役立つと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず最初の全体を通して、どういうことをやっていくのか、私どもがどうい

うことをやっているのか、最初、局長の話にもあったようなことについて、どう考えてい

るかということについて、ご発言・ご意見等ありましたら、よろしくお願いします。どう

ぞ、こういうときにはぱっと早く手を挙げていただければ、当てさせていただきます。ど

なたかございませんか。はい、後ろの、今、手を挙げられている方。 

○ 石谷（食品関連事業者） 

有限会社ノア・エーアイの石谷と申します。非常に基本的な質問なのですが、変性プ

リオンが入っているかもしれないような肉を供出されることは食品衛生法第４条に抵

触しないでしょうか。 

○ 姫田（農林水産省） 
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 すいません、これはむしろ最後の後半のリスク管理のところで、もう一度お聞きしたい

と思いますが、そのときお当てしますのでお願いします。 

 全体を通じての、いわゆる現在、日米首脳会談でのこと、そして、本日はリスクコミュ

ニケーション、国内対策をどうするかということについてのリスクコミュニケーションを

しておりますが、それと同時に全体について、ご質問いただければありがたいと思ってお

ります。 

 はい、そちらの黒い服を着ておられる女性の方、お願いします。 

○ 田中（消費者） 

 消費者の立場から岡山からまいりました田中敦子と申します。 

 先ほどのご説明で、一応、日本でのヤコブ病発症の確率というのは、0.１人から 0.９

人いう状況はわかりました。２０ヶ月齢以下では今のところ見つかっていないということ

もよくわかりました。ですが、食品安全委員会から指摘されているように、やはりＢＳＥ

が人に感染するということは、消費者みんなが恐れていることです。これは食品添加物の

発ガン率というような問題とはけた違いに、やはりどうしてもいやだというような感覚的

なものもあるかもしれませんが、やはりいやだと思って、いまだに食べていらっしゃらな

い方もおります状況です。徐々に牛肉の消費は回復してきておりますが、全頭検査の見直

しを含めて、不安がいっぱいです。人から人へ輸血で感染しているという情報も食品安全

委員会の中間とりまとめの中で読ませていただいて、それもやはり消費者として非常に脅

威を感じました。そうすることから考えると、アメリカと日本では、ＢＳＥに対する安全

対策が同じであれば輸入再開ということについて検討できるのかもしれませんが、その辺

について食品安全委員会が国内の状況を厳密に、今回調査検討されたようなことが、アメ

リカに対してもやはり十分なされて許可されるべきだと思っております。その点について

も、それを踏まえた上でも検討ということをしていただきたいと思います。 

以上です。 

○ 姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。他にどなたかございますでしょうか。 

ないようですから、中川局長、お願いします。 

○ 中川（農林水産省） 

 米国から牛肉が輸入再開される暁には、その輸入をされる牛肉についての安全性をきち

んと担保してほしいと、一言で言えばそういうご意見だったと思います。ちょっと手順に
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ついてあらかじめお話しておいた方がいいかと思いますが、本日ここで意見交換していた

だくのは、日本の国内のＢＳＥ対策について従来やってきたものを今回の食品安全委員会

の中間とりまとめを踏まえて、さらに強化する点、また見直す点ということをどうしてい

くかということで議論をしていただいているわけです。こういった議論、この後、全国で

やりますけれども、そういった皆さんのご意見も踏まえて、私ども農林水産省と厚生労働

省でそれぞれ所管のところの対策について、慎重に検討して見直す点があれば、それを食

品安全委員会にリスク管理官庁、厚生労働省・農林水産省としてはこういうふうに変えた

いと思いますということで、諮問をいたします。それについて食品安全委員会が再度議論

をして、そして答申というかたちで返ってくるということになります。これは国内の対策

です。 

この日本の国内の対策の方向がはっきりしたら、今度はアメリカと牛肉の輸入再開に

ついて私どもが協議をすることになります。もちろんこれはまだ日程も何も決まっており

ません。本日の首脳会談ではできるだけ早くそういったことを協議をしていこうというこ

とは合意されましたけれども、そういうことを実際に具体的に協議をやるために、従来か

ら日本の国内でやっていることとアメリカから輸入が再開されるときのその条件というの

は同じですよということをずっと言ってきております。このことについて変えるつもりは

ありません。したがって、日本で新たにどこかで変更するということであれば、その変更

したことも踏まえて、アメリカと協議をしていくことになります。そこで、具体的にそう

いったことが将来、一応は協議が整ったとなると、今度はもう一回、今度はアメリカから

そういった条件で入ってくる肉、アメリカから入ってくる肉の安全性はどうでしょうかと

いうことを、食品安全委員会に再度諮問をすることにしております。その際には、今ご指

摘のように、日本でとられている措置と、アメリカでとられている措置について、同じか

どうかと、同等かどうかということのほかに、アメリカの国内でのいろいろなＢＳＥ対策

についても、きちんと食品安全委員会では議論されると思います。ただ、これはまだ予断

を持って言えません。一番大事なことは、先ほどもどなたかご質問がありましたけれども、

アメリカから入ってくる牛肉も消費者が安心して食べられるように、国内で流通をしてい

る牛肉と同じような安全性が確保されている必要があると思っております。この点が一番

大事な点ですから、そこが消費者の方々にきちんと説明できるような条件でないといけな

いと思っております。 

○ 姫田（農林水産省） 
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 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、この後の飼料規制についてということで、我が国からＢＳＥをどう根絶して

いこうかということでございます。お手元の事前にいただいた意見には、交差汚染の可能

性はないのか、肉骨粉以外のＢＳＥ汚染の原因はないのか、子牛に血粉入りの人工乳を与

えていくのかというような、こういった質問が出ております。この意見としても、餌につ

いては消費者に見えない部分であるから不安があるというようなことが出ておりますが、

こういうことについて、これを出された方でも結構ですし、そうでない方でも結構でござ

いますので、いわゆる飼料規制の部分について、どなたかご意見ございませんでしょうか。 

 積極的に手を挙げていただいて。どうでしょうか、質問された方で少し。書かれた方い

かがでしょうか。 

○ 竹内（消費者） 

 愛知県からまいりました消費者の竹内と申します。よろしくお願いいたします。 

 原因についてなんですが、肉骨粉ということで、ほとんど断定的に今のスライドでも伺

ったんですが、ちょっと断定するには根拠が希薄というふうに私自身は思っております。

科学的データに基づいてという言葉がございましたが、この辺が不明瞭と思っているので

すが、その辺をもう一度しっかり確認したいと思います。肉骨粉以外の可能性ということ

も追求をされるということもございましたけれども、どういった可能性があるのかという

こともお聞きしたいと思います。 

○ 赤城（消費者） 

 兵庫県有機農業研究会の赤城と申します。本日はプリオン専門調査会の専門委員の方が

来て、今の方のお話と一緒なのですが、もうプリオンしか結論的にないのかということを、

消費者として説明いただきたいなと思うのですが、最近、役場と大学でも金属イオンがま

た再浮上してきていると思うのですが、そのあたり、なぜプリオンに絞られたのかという

ことをもう一度お聞きしたいと思います。 

○ 姫田（農林水産省） 

 ほかにはございませんでしょうか。どうぞ、女性の方。 

○ 山中（消費者） 

 安全食品連絡会の山中でございます。 

 プリオン説以外にちょっとお名前、忘れたのですが、イギリスの有機農畜をされている

方が日本に来られて、そしてフォスメットという農薬が原因ではないかという、そちらで
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はフォスメットを使っているところからそのＢＳＥが出て、使っていないところは出なか

ったという報告だったと思うのです。それについて、こちらで何か研究をするようにとい

うことを言われたら、何か農水省の方がそれを受けてくださらなかったというお話も聞い

ているのですが、そのいきさつなども聞かせてください。 

○ 姫田（農林水産省） 

 それでは、まず、いわゆるプリオン説ということについての、金子先生の方からちょっ

とお話していただきます。それから後、原因究明については、局長の中川の方から。 

○ 金子（食品安全委員会） 

 今から、そうですね、３０年ぐらい前になると思うのですが、このプリオン、いわゆる

プリオン病の原因というのが何だろうということが疑われたと言いますか、研究が開始さ

れて、１９６０年代、５０年代はこの病気というのはスローウイルス感染症と言われてい

たのです。つまり、プリオンたんぱく質ではなくてウイルス感染症だというふうに考えら

れてきたわけです。実はそれを最近検証された方がノーベル賞を取っておられる。その当

時、４０年前はこのウイルス感染説が主流だったのですが、例えばウイルスを殺すような

処理をしても、この病気が防止できないと、どうも普通と違う病気じゃないかということ

をカリフォルニア大学のプルシナー先生が追及されて、最終的には、例えば、紫外線を当

てても、ウイルスの原因になるようなＤＮＡとかＲＮＡとか核酸をどんなに壊すような処

置をしてもだめで、たんぱく質を破壊するような処置をしたときだけ、この感染が起こら

なくなるという事実を突き止められて、では、そのたんぱく質はなんだろうということを

１０年ぐらいかけて細かく検討されていったら、１種類のたんぱく質に気づいたのですね。

それがプリオン、いわゆる異常型のプリオンたんぱく質と言われているものです。ところ

が、その後、よく調べてみたら、私たちの体の中に似たようなものがあったのです。これ

はやはりおかしいじゃないかということで、また大議論になったのですね。例えば、彼が

こういう学会に出てくるとみんなが、お前うそつきだ、こんなことあるわけないと言われ

て、発表もできないくらい非常に大変な状況もあったのですね。ところが、それでも、正

当な真実は実はその先にあったのです。正常型の私たちのプリオンたんぱく質は善玉、つ

まり非常に分解されやすくて大事な働きをしている。異常型のプリオンたんぱく質は何を

しても壊れない。８００度で焼かないと壊れない、そういう非常にたちの悪い、体の中で

も処理できないものだと、それが原因だということになるわけです。ですから、今に至る

まで、そうじゃないという意見が８０パーセント以上だったのに、２０年経って、そうじ
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ゃないという意見がだんだん少なくなってきて、今、恐らく５パーセント以下です。プル

シナー先生は９７年に２つ目のノーベル賞を取られているんですね。それでもまだいくつ

かの懸念というか、正否を唱えられる方もおられます。今おっしゃったような、例えば金

属イオン説というのは、私が推測するに、正常なプリオンたんぱく質は何をしているのか

というのはよくわかっていないのですが、１つの働きとして金属イオンを運んでいるとい

うことが考えられております。ですから、この変換を、効率を変える、つまり正常型のプ

リオンが異常型に体の中で変わってしまうのですが、異常型のプリオンでの変わりやすさ

が、もしかするとこういう金属イオンの影響があるのかもしれない。それでも、その先に、

ベースにあるのがやはりプリオンであると考えます。 

 それから、有機リン説についてはですね、これは実は先般、この先生が日本に来られた

ときに、私もその会に出てですね、いろいろ議論しました。それからその先生が書かれた

論文も拝見しましたが、私たちがよく言う生物学的なデータですね、つまり例えば、疫学

的なデータとしてある地域で何かがあるとか少ないとか、そういうデータは病気の原因が

わからないときに非常に役に立つのですが、それは本当に科学者に科学的に説得させるた

めに、説得力を持たせるためには、もっと先に実験とか細胞を使うとか、きちんとした生

物学的な検証作業が必要になるわけです。その結果が、やはりこれに関してはまだ不十分

というか、説得力のあるデータがないと。世界の科学者の間の認識ではそういうことだと

思いますので、本来、プリオン説は間違っているというところからスタートして、２０数

年かかってプリオン説だろうという、そういう議論が、何と言うのでしょうか、逆風の中

から現在の地位を確保したプリオン説というのは、プリオン、僕は説ということを言って

いいかどうか、もう説ではないと思っていますが、どこかそれなりの地位はあるでしょう

し、先月号のサイエンスという非常に権威のある雑誌に、このプリオンたんぱく質を人工

的につくって、合成してですね、このどこかから取ったのではなくて、試験管の中でつく

って、それをネズミに打ったらプリオン病になったということが出てですね、普通の科学

者が考えるとやはりプリオン説が正しいと考えます。よろしいでしょうか。 

○ 姫田（農林水産省） 

 農水省が断ったということで、少しお答えいたしますと、なぜ農水省が断ったかという

と、今、金子先生のお話のように、科学的に考えて、フォスメットの件を、それは牧場主

の方が一生懸命言っておられる話なのですが、イギリスで、そういうことを一部の畜産の

関係者の方々が自分たちが肉骨粉を食べさせたことが原因ではないんだということを論証
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しようということで、農水省へ来られました。そういうことは今、本当に世界的にもほと

んどプリオン説が正しいと思われている中で、今一番ＢＳＥを撲滅することが一番大事な

ことなのに、それ以外に国民の税金をお使いするのはいかがなものかということで、民間

の方が自由にご研究くださることについては、我々が止めたわけではございませんが、国

民の大切な税金をやはりＢＳＥの撲滅のために全部投入しようということでお断り申し上

げたという次第でございます。 

○ 中川（農林水産省） 

 日本のＢＳＥの感染牛について、その感染原因についてのご質問がございました。昨年

の９月に、このＢＳＥの感染経路を専門家の方々に１年ほどかけて検討していただいた報

告書が出ております。その報告書によりますと、可能性としては３つ掲げられております。

１つは８０年代にイギリスから生きた牛を日本が入れております。その生きた牛の中にＢ

ＳＥに感染したものがいて、それがと殺をされて、そして肉骨粉になって、そこからまた

日本にいる別の牛の餌になって、そして感染をしたと。それは時期からするとその１回だ

けではなくて、日本で見つかった時期のことを考えますと、２回転ぐらいそういうことが

起こって、日本でのＢＳＥが今発見されるにいたったという、そういう考え方が１つ。２

つ目はイタリアから１９９０年以前に、肉骨粉というのをかなり入れているわけですが、

その中に十分プリオンが不活化される条件で処理されていなかった可能性のものがありま

す。これがやはり日本の中に輸入されてから牛の餌に入って、それでまたこの感染が広が

ったという説が２つ目のケースです。それから、３つ目の考え方として、オランダから動

物性の油脂を輸入しておりまして、これが本来油脂ですから、そこにはたんぱく質はない

わけですが不純物として入っていて、そしてそれが牛に給与されたと、可能性としてはこ

の３つがございます。その中で、３番目のオランダ産の動物性油脂については、この検証

というのは１例目から７例目までのデータをベースにして検討されたわけですけれども、

この１から７例に共通してそれが入っていたという点では、大変無視できない要素だと議

論されておりますが、ただ、やはり動物性たんぱく、特定危険部位の動物性たんぱくが入

っていた可能性ということで考えますと、その純度の点からいっても、これを原因として

考えるのはむしろ可能性としては低いのではないかということで、１例目の生きた牛が日

本に入ってきて、それがと殺をされて肉骨粉になったというのと、あるいは、またイタリ

アから肉骨粉の状態で不十分な処理をされたものが入ってきた、このどちらか、つまり一

言で言えば、異常プリオンが含まれた肉骨粉が日本に入ってきて、それが広まったという、
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そういう説といいますか、そういう可能性が一番高いと、この専門家の方々の結論が出さ

れております。ただこれは最初に言いましたように、１例から７例目までであります。そ

のほかに８例、９例目というのはかなり若い状態で発見された牛の例があります。それか

らまた１０例目から１２例目まで、これは従来型といいますか、平成７年の暮れから８年

の春にかけてと、それからもう一つは、第１２例目でしたか、平成１１年に生まれた牛も

あるわけですが、こういった新たなケースについても、何が餌として給与されたかという

ところ、ずっと今、突きつめております。こういったデータがまたそろってくれば、さら

に去年の９月の報告書の内容を深めていく意味で、専門家の方々にまた集まっていただい

て、さらなる感染経路の究明というものをやっていただかなきゃいけないと思っておりま

す。そのためにも、データをきちんとそろえることが何より大事ですので、今その作業を

しているところでございます。ですから、今申し上げられることは、去年の９月に出され

た専門家の方々の報告書によりますと、一番疑わしいものとすれば、肉骨粉というのが日

本でＢＳＥに感染した牛がいくつか発見されている原因ではないかということでございま

す。 

○ 姫田（農林水産省） 

 よろしゅうございますでしょうか。再質問ですね。 

○ 山中（消費者） 

 私はイギリスの酪農家の方のお話では肉骨粉を与えていない牛にもＢＳＥが出たという

お話をされたので、今のところ、それについてちょっと今のお話が納得できないのです。

それと同様のようなことを言われましたけれども、もう少し詳しく、飛行場の周辺に。 

○ 姫田（農林水産省） 

本日は、リスク管理についてお話ししたいので、同様なことについては最初の肉骨粉、

前半の方で今お答えしますが、それについては後で、少し金子先生に直接ご質問され

るなりしていただければありがたいと思います。 

○ 中川（農林水産省） 

 １例目から７例目を見ても、またその後の例を見てもですね、牛を飼っておられた農家

の方にお聞きをしても、肉骨粉の入った餌をそういうものとして給与したとおっしゃる方

はいません。ですから、意識してそういうものが入っていたというかたちで、つまり肉骨

粉を肉骨粉として承知して使ったという例はないんです。したがって、先程、うちの釘田

がご説明したときに、交差汚染という言葉がありました。平成１３年の１０月から日本で
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も肉骨粉は牛の餌に使わないのはもとより、それ以外の動物の餌にも一切使わないように

というルールはできているわけですが、こういったかたちで、仕組みはできてもどこかで

何らかの拍子に、肉骨粉あるいは異常プリオンを含む物質が餌に紛れ込んでいく可能性と

いうのは否定できません。ですから、一番疑わしいのは肉骨粉が何らかのかたちで混じっ

て、そして牛の口に入っていく。このことをきちんと遮断をしないと、これからもＢＳＥ

の牛が発生する可能性が絶たれない、根絶できないということで、餌の管理、飼料規制に

ついて、一応の仕組みはあるわけですが、今回さらに強化をして、一部行き過ぎと言われ

るという表現で説明しておりましたけれども、念には念を入れて、この餌のところにプリ

オンが混じらないような制度にしたいというのが、今回見直して、さらに強化をするとい

う主旨でございます。 

○ 姫田（農林水産省） 

それでは３列目の女性の方。 

○ 赤城（消費者） 

 今、局長がおっしゃったことと、同じなのですが、９例目は兵庫県で産まれている牛な

んですよね。それで非常にＢＳＥに関しては、皆さん、酪農組合の方たちも気をつけてい

らして、絶対そういう肉骨粉ということがあり得ない、あり得ないところになぜ出てきた

のかということを、酪農組合員の方がおっしゃっていましたけれども、今のお話を聞くと、

いわゆるコンタミということの被害はないわけですから、それを結論とされるわけですか。 

○ 中川（農林水産省） 

 何ごとも絶対ということはありませんけれども、一応専門家の方が餌の給与の記録とか、

そういうのを全部調べて、それから当然餌工場の原料のチェックなども、可能性を考えら

れる限りのデータを集めて検討したわけです。ですけれども、そこに明示的にこの肉骨粉

を使ったということは出てこなかったということからすると、だれもそれを使ったという

意識はないですけれども、何らかのところで混じったと、そう考えざるを得ないというこ

とで、今のような結論、とりあえずの結論ということになっていたわけです。もちろん、

これから先、何か調べていったときにほかの可能性もあれば、その可能性を今度は防ぐた

めの新たな対策というのをとらなきゃいけないのは当然なのですが、現在、我々が得てい

る知見というか、データから見た限りですね、今、更に有効な対策としてとるべきことは、

餌の管理をもう少しきちんとしてくということが一番効果があるのではないかと思ってお

ります。 
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○ 姫田（農林水産省） 

 そういうことを受けて、来年の４月、３月までに餌工場で先ほど釘田が説明しました完

全な分離ということ、それから、さらに今、ご説明したように、強化策を小売段階、ある

意味の段階、あるいは農家段階でも強化策をやっていくということが、アリの一穴、あい

ていたはずなので、そういうことを防いでいこうというのが、結論の考え方というところ

でございます。 

 それでは、そちらの方で、この後で、多分、皆さん検査と餌のお話をされたくて、うず

うずされていると思います。そこで、飼料の方、一応終わりたいと思いますので、どうぞ、

そちらの方、よろしくお願いします。 

○ 堀内（消費者） 

 愛知県春日井市からまいりました堀内と申します。 

お出しした質問の中にも書きましたが、若い牛の場合は、肉骨粉を与えていなかった

のではないかということなのですが、そういった固形のものを食べさせる前の段階に与え

る代用乳というところの問題ではないのかということを質問したいと思います。それと肉

骨粉のことで、餌の工場を分離するというお話でしたが、根本的にそれをやっても、人間

のやることですから、どこかで紛れ込むことになると思います。肉骨粉を与えるような酪

農の仕方とか、畜産の仕方というのを考えるべきではないかと思うのです。草を食べる動

物ですから、草を食べて大きくするという、そういうような根本的な現在の酪農・畜産の

方法が違っているので、共食いをさせるからこういうことになったのですから、そこら辺

のところも根本的に酪農の仕方、畜産の仕方も考えていくということは国として考えられ

ていないのですか。 

○ 中川（農林水産省） 

 まず、一番はっきりしたところを申し上げます。牛の肉骨粉は今いかなる餌にも使われ

ておりません。ですから、この点はまずよくご理解をいただきたいと思います。その上で、

肉骨粉というのは焼却処理をするというのは、日本での仕組みでございます。それから、

若い牛でＢＳＥ感染が発見をされている、確かに２３ヶ月齢の牛が生まれたのは平成１３

年１０月１３日です。それから２１ヶ月齢のＢＳＥの牛が生まれましたのが、翌年、平成

１４年１月１３日です。日本では平成１３年１０月１５日から法律上こういった肉骨粉等

の餌使用というのが禁止をされました。そういうことからすると、この２頭は小さいうち

に、その時点では既にこういう肉骨粉を餌に使ってはいけないというのが実施をされてい
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る中で、ＢＳＥに感染をしているということですから、平成１３年１０月１５日に制度と

して決めた牛の餌に肉骨粉などを使わないということ自身が、何かの具合で不十分だった

のではないかというのは十分推測ができます。それは仕組みとしては起こらないはずのも

のが起こっていたと考えざるを得ないということです。ですから、その点、今ある意味、

不十分という表現でもしましたけれども、やはりそのこと自体はきちんと直視をしなけれ

ばいけない、つまりルールとしてはあるけれども、どこかにまだ不十分な点があるのでは

ないかということを前提に仕組みを見直さなければいけないと思っております。 

そのことが、先ほど言いましたように、今回の食品安全委員会の中間とりまとめを踏

まえて、餌の分野でより強化をするところはどこかというところで検討したのが、さっき

のような飼料工場に原料が入る前の段階で海外から入ってくるような材料を含めて、怪し

いものはないかどうかをより厳しくチェックをしようということ。もう一つは餌工場から

今度は川下の方に、販売ルートへ載せられた後、農家の方々の使用の段階までのところで、

何かルールどおりになっていないところがあるのではないか、あるいは、ルールはあるけ

れども本当に現場・現場でそのとおりに行われていない可能性があるのではないかという

ことで、よりきめ細かな規制をしていこう、チェックをしていこうというのが今回の主旨

でございます。 

○ 姫田（農林水産省） 

 あと、牛用の餌ということでありますと、今お話のあった肉骨粉を牛用の餌に与えてい

るわけではありません。先ほどから何度もご説明しておりますクロスコンタミということ

で、豚とか鳥は人間と同じように単胃動物でございますので、たんぱく質が必要でござい

ます。ですから、そういう意味では牛の肉骨粉は排除いたしまして、それ以外に鶏のいわ

ゆるチキンミールというようなもの、フェザーミールというものを給与しているわけなの

ですが、その中に万が一何かまじっていてはいけない。それを今までは同じ工場でクリー

ニングしながら使っていたのですが、その工場も分けようという考え方です。ですから、

牛、酪農が肉骨粉を与えているからけしからんということではなくて、もう酪農では今、

肉骨粉は使ってはいないのですが、ほかのところのいわゆる単胃動物は、やはりたんぱく

質が必要ですので、そういうところでの必要なものを違う工場で作ろうというようなこと、

それをさらに厳格に適応できるかということでございます。 

あまりこの話題についてのみやっていますと、いわゆる皆さん方のお気にしていると

ころがあると思いますので、ＢＳＥ検査あるいはＳＲＭの除去にまいりたいと思います。 
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○ 堀内（消費者） 

 代用乳のことをお答えになってください。 

○ 釘田（農林水産省） 

 代用乳のことは、先ほどの昨年の９月に出た報告書の中でも、局長がご説明しましたけ

れども、その可能性というものも検討されましたが、当時入手できたあらゆる情報をもと

に分析しても、その可能性は非常に低いという結論になっています。ただ、この当時分析

した１例目から７例目、それに共通して与えられていたのが、この代用乳であったという

ことから、その可能性が１００パーセント消えているわけではないと思います。しかしな

がら、例えばオランダで同じ油脂を使った代用乳が使われているのですが、そういうもの

とＢＳＥ発生の因果関係も向こうでも言われていないということもあり、日本の疫学的な

状況をみても、代用乳を原因とするだけの十分な証拠というのはないと今のところ考えら

れています。ただし、クロスコンタミの議論が先ほどからあって、要は原因がわからない

ということになってしまって、非常におわかりになりにくいと思うのですが、最近言われ

ていますのは、この肉骨粉といいますか、牛のプリオンを含んだ神経組織、そういったも

のは感染実験上は１ミリグラムの投与でも感染が起こったというような実験データもあり

まして、非常にごく微量なものでも感染を起こす力があるということがわかっていますの

で、やはりそういった極々微量なものを排除するためには、交差汚染対策というものをか

なり厳格に、しかも長い期間やっていかないと、その目に見えないところでの汚染という

のがなかなか無くせないのではないかと思っています。ですから、どこの国、日本だけで

はなくて海外でもこの原因究明というのははっきり特定できた例というのは、ほとんどな

いと思うのですが、そういった意味でなかなか原因は特定できないのですが、因果関係自

体は先ほどのプリオンということを前提にすればはっきりしておりますので、講ずべき対

策というのももう明らかであると考えています。 

○ 姫田（農林水産省） 

 それでは、ＢＳＥの検査、そしてＳＲＭへの除去についてのご意見いただきたいと思い

ます。 

 ちょっと早かったので、一番後ろから２番目の男性の方、そして、そちらの女性の方、

そしてこちらの女性の方、その順番にいきたいと思います。 

○ 葛原（行政関係者） 

 と畜場の担当者で三重県からまいりました伊賀食肉センター担当の葛原と言います。よ
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ろしくお願いします。 

 うちのと畜場は一日１８頭で和牛専門だけでやっている小規模のと畜場なのですが、質

問を３つさせてもらいます。１つはせき髄の除去装置の義務づけはあるのでしょうか。ま

たそれについての補助などについてお聞きしたいです。２番目は今後危険部位が拡大する

おそれはあるのでしょうか。当初、扁桃とか牛の頭の全部は焼却してなかったのですが、

今は焼却しておりますし、今後、部位は拡大すると肉屋さんもかなり影響を受けるという

ことで心配されているということです。あと、３番目なのですが、ちょっと、うちのと畜

場はもう伊賀牛というブランドがありまして、その和牛だけしか飼育していないのですが、

ホルスタインばかり今、陽性が出ているということで、和牛は安全だと言えるのでしょう

か。それとももうこの際、何が出ているというのは、先ほどの感染経路とかの話とも関連

するのですが、そこらの方を最新の研究の成果というか、そこらをお話いただけたらなと

思います。 

○ 姫田（農林水産省） 

 そうしましたら、そちらの女性の方。 

○ 廣瀬（消費者） 

 京都市からまいりました消費者の廣瀬と申します。 

 ＳＲＭの除去ということがとても重要になるということの報告を聞きまして、ますます

そう思いました。国内２６１施設あるということですが、その２６１の施設がハード面で

のレベルというのかそういうものと、それから実際に作業をされる方の熟練であるとかそ

ういうことも随分かかわってくるのではと思うのですが、そういうところで適正に作業が

されているか、検査というか、そういうのであるとか、ハード面の整備の補助であるとか、

その辺はどのように援助していくのかということをお伺いしたいです。 

○ 姫田（農林水産省） 

 ありがとうございます。そちらの女性の方。 

○ 平松（消費者） 

 平松と申します。兵庫県の日本共産党に所属しております。 

 本日のお話はよくわかったのですが、お話いただいた主旨の中身は、日本のＢＳＥ対策

がすごくすぐれているという中身だったと思うのですね。ところが、見直しで満２０ヶ月

以下の牛のＢＳＥの検査をやらないということを提案をしておられると理解しているので

すが、その２０ヶ月以下のＢＳＥの検査をやらないということの理由がもうひとつ、お話
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の中ではよくわからなかったと思うのです。日米の話し合いがやられている中で、この問

題が見直しということが出てきたということでは、アメリカの牛肉をどうしても輸入をし

なければならないというところからきているのかなと思ったりしてしまうのですが、本当

に国民の安全・安心という立場から考えて、今、本当にすぐれた日本の対策をどうして低

くするのかというとこら辺が大きな疑問になっています。アメリカの場合ですね、先ほど

どなたかもおっしゃっていましたが、日本とは大分飼育の仕方が違うようで、かなり雑だ

と言いますか、ですから２０ヶ月以下と言いましても、大体８割が輸入で入ってきてしま

うということにもなってしまうのではないかと、そういうことからしますと、見直しは大

変、心配だと思いますので、そこのところをお答えいただきたいと思います。 

○ 姫田（農林水産省） 

 ありがとうございます。それではちょっとお話したいと思います。 

 まず１つは、いわゆるＳＲＭの除去に関しての具体的にハード面での補助とかどういう

ふうに強化できるのかというようなことがあったと思います。それから、２つ目はＳＲＭ

の拡大についてどうなのかということ、それから和牛は安全だと考えるのかということが

あったと、それともう一つは先ほど中川局長の方からご説明した話ですが、いわゆる今の

ＢＳＥ対策の見直しと、日米との協議との関係があるのではないかということです。それ

で、まず１つはＳＲＭの除去の関係あるいは補助について、先ほど局長からお話したので、

今度は厚労省の方から、その辺についてお話し願えますでしょうか。それからＳＲＭの拡

大の可能性等については、金子先生よろしいでしょうか。それから、和牛は安全だろうか

というのは釘田さんお願いします。よろしくお願いいたします。 

○ 蟹江（厚生労働省） 

 それではまず、と畜場のハード面ですとか、あるいは作業の適正化ですとか、そういっ

たご質問についてお答えしたいと思います。 

 まず、ハード面でございますが、ＢＳＥ対策といたしまして、厚生労働省の方から補助

事業として国庫補助をしております。例えば、先ほどスライドでもご説明いたしましたせ

き髄の吸引装置、あるいは消毒設備それからＳＲＭ等を焼却する焼却炉や、それらに関連

する設備について、公営と畜場に２分の１の補助をしております。それから、民間のと畜

場もございますので、こういったところには固定資産税の優遇措置で支援をしております。 

それから作業の適正化でございますが、と畜場は通常の食品製造施設とは少し違いま

して、都道府県の職員であります獣医師またはと畜検査員でございますが、常駐をして検
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査をしております。そのＳＲＭの管理につきましても、検査員の方で確認をして管理をし

ているという状況でございます。 

それから、せき髄吸引の義務化のご質問がございましたけれども、現状は財政支援を

しながら、そういった設備を導入していただいて、できる限り背割り前に吸引、背割り前

のせき髄の除去を行っていただくと、そういう推進の立場で支援をしているところでござ

います。 

○ 松本（厚生労働省） 

 日本のＢＳＥ対策の評価と日米の協議の話し合いですが、そもそもこの評価が始まった

のは今から３年前の状況を考えていただきたいと思いますけれども、蟹江の方が説明させ

ていただきましたときに、３年前は、当時やはり一番ＢＳＥの頭数が多かった。またｖＣ

ＪＤの患者さんも出ていたイギリスが３０ヶ月齢ということで、３０ヶ月齢でもいいので

はないかという話はありました。ただ、その当時として、３０ヶ月齢といっても当時日本

の状況としては牛が、今来た牛が何ヶ月齢かわからなかった。その後、農水省の方からと、

実際農家の方々のご協力で耳表がついて、今は来た牛については何ヶ月齢の牛と把握でき

るようになったということでございます。もう一つ、３年前の状況は検査済みとそうでな

いものが出たときに、市場の混乱が起こるではないかということで、科学的にはいかがな

ものかというのは当時からあったのです。さあ最初からそういう状況であるから、全頭検

査に踏み切ろうということで踏み切ったと。一方、当然、牛肉の安全というところでは、

先ほど中川局長の方からお話がありましたように、きれいな牛、要するに仕入れ市場対策

とあとは検査とＳＲＭの除去でありますけれども、その特定危険部位の除去というのは何

よりもまして優先順位が高い、安全を守る１つの手段であります。それを負担する意味で

の、検査ということで、要望したのは事実です。 

それを３年近くたつということで、国内対策の評価をいただこうということで、現在、

安全委員会の方で評価をいただいたのはこの計画です。ＢＳＥ問題が起きて食品安全委員

ができたということがあります。報告書を受けまして、いろいろ見直すところ、あるいは

今のままもっと強化するところについては、昨日東京でやりましたように、本日こちらの

方でもやらせていただいておりますし、明日、札幌、２４日に熊本ということで、リスク

コミュニケーションで、いろいろな関係者の方々に意見を聞いてどうするかということで、

今検討している最中です。そのところで大体決まったところで、こんな対策でいいでしょ

うかということを安全委員会に諮問すると、それで安全委員会の方からいろいろ諮問を持
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つかもしれません。これはよくわかりませんが、それで、では、こういうかたちでいきな

さいということであって、初めていろいろな手続き、国内手続きが入ります。そこのとこ

ろで日本の国内の対策がきちんと決まると。それでアメリカから牛肉を輸入するときは、

日本の安全性と同等の安全性が確保されているということが大事でございまして、それが

当然アメリカとの協議の中でちゃんとそういうのが担保されるかどうかということを協議

して、アメリカの方からもいろいろな情報の提供なり資料の提供があると思いますが、そ

ういうのを受けて、ではどうでしょうかということを、やはり安全委員会の方に今からお

尋ねすると、諮問するというかたちになろうかと思います。そういう意味においては、ま

ず国内対策をきちんとやる。ですから、マスコミ・新聞等で皆さん聞かれると、この安全

委員会の報告書が出て、何か厚生労働省がいろいろやるのを、厚生労働省・農水省、もう

すぐ明日からでもアメリカの牛肉が入ってくるように、誤解されていますが、そうではあ

りません。まず、国内対策をきちんとやる。国内対策をどうやっていくかをまず決める。

その後、日米協議をやって、日本と同等の安全性が確保されているということについて、

どうでしょうかということを、安全委員会にお諮りするものだったのです。その後という

ことになりますので、この今やっていることと、日米の輸入牛肉とは直接関係ないのです。

そこは誤解しないでいただきたいと思います。 

 それと、今お話しあった方のご意見で、リスクといいますか、安全基準を下げるという

ようなことはいかがなものかというお話がありましたけれども、安全委員会の報告書を見

ていただきますと、資料の４の１３ページ、セル番号２６のところでありますけれども、

ＢＳＥ検査に関する検証結果ということで、検出限界以下の牛を検査の対象から除外する

としても、現在の全月齢の牛を対象としたＳＲＭの除去措置を変更しなければ、それによ

りｖＣＪＤのリスクが増加することはないと考えられるということで、やはりこれは３５

０万頭全頭検査をやってきて、それで２１ヶ月齢以上の発生があるというのはわかったと

いうことで、そういうところも科学的な事実に基づいていますし、やはり厚生労働省とい

たしましては、そのリスクを下げることはできません。こういう安全委員会でＳＲＭの除

去の数値を取りつければ、それ以降リスクが増加するようなことはないということも言わ

れていますので、それは科学的に客観的に評価して得た結果ですから、それはそれなりに

リスク管理官庁としては、尊重して検討していくというように考えています。 

○ 姫田（農林水産省） 

 それでさらにつけ加えますと、そのＳＲＭの除去ということと、先ほど釘田から説明さ
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せていただいた飼料対策についての強化ということで、トータルとして、ですから横ばい、

強化ということですから、トータルで強化していくんだということで、リスクを下げるん

だという考え方だとご理解いただきたいと思います。 

 それでは、金子先生お願いします。 

○ 金子（食品安全委員会） 

 いわゆるＳＲＭの拡大があるのかどうかということですが、ＳＲＭかどうか判断するた

めには、牛を使った実験とどこが危険で感染力が強いか、あるかないかがまずないと、デ

ータがないとわからないわけです。それと同時に、すべての感染力、感染性を短期間で一

度に把握することはできないわけです。検査の感度の問題もありますし、生きた牛を使わ

なくてはいけない、非常に大きなものですから、飼育するだけでも大変なんですね。そう

いったいくつかの限界を踏まえた上で、しかし可及的に速やかにいろいろなことを平行に

ですけれども、データを集積してきたわけです。そうすると、当然のごとく、一番感染力

の強いところからわかってくるわけですね。先ほどスライドにも示しましたように、脳と

かせき髄とか、今のＳＲＭにカバーされているものはまずピックアップされてくると。そ

うすると、次には少し感度のあるもの、感染力の低いものがだんだんピックアップされて

くる、そうすると付け加えるものもあるわけです。３パーセントとか数パーセントのもの

が。おそらく今の検査で、実験では、ほとんどそのレベルはカバーされつつあって、もし

も今後そういうものが、感染力があるかないかわかってくるとすると、もう１パーセント

とか、コンマ数パーセントのそのような考え方です。ですから、人に対するリスク、ある

いは牛に対するリスクを考えた場合に、非常に危険な部分というのはもうほとんどカバー

されていて、そういうリスクの低い感染力の低いものをＳＲＭにするのかどうかという問

題が出てくると思いますが、相対的に考えたら、感染力のある部分の大部分はもう既にカ

バーされていると、さらにそれを詳細に丁寧に細かいところを見ているのが、今の状態と

考えていただければいいと思います。 

○ 姫田（農林水産省） 

 ありがとうございます。それでは、釘田室長お願いします。 

○ 釘田（農林水産省） 

 和牛は大丈夫なのかというご質問だったのですが、確かに日本でこれまで見つかってい

る１２頭、これはすべてホルスタインなのですが、外国の例を見ますと、肉牛でもかなり

出ています。もちろんホルスタインが、乳牛が大半を占めているというのは事実でして、
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おそらくこれは牛の飼い方の違いによるものだろうと思います。乳牛の場合は、子牛のと

きから親の乳ではなくて人工的な餌、代用乳、人工乳、濃厚飼料も与えながら、育てられ

るということで、それだけそういった肉骨粉の混ざったものを食べてしまう可能性が高い

のだろうと思います。したがいまして、乳牛の方から出る可能性が高いということは事実

ですけれども、だからといって、和牛なり肉牛からは出ない、和牛なり肉牛はＢＳＥにか

からないということではないと思います。事実、これはカナダに私たちが調査に行ったと

きにも、昨年の５月にカナダで見つかった牛というのは、アンガスというやはり真っ黒い

牛ですね。これも子牛のときに補助飼料として与えられていた濃厚飼料にそういう肉骨粉

が混ざっていて、そこからうつったのだろうと言われていました。同じようなことが日本

でも起こらないとは言えないということだと思います。 

○ 姫田（農林水産省） 

 それでは、同様のお話で２件ありました。先ほど一番最初に手を挙げられてお話された

そこの真ん中の後ろの男性の方、補足的にはありませんでしょうか。 

○ 石谷（食品関連事業者） 

有限会社ノア・エーアイの石谷です。 

仮に２０ヶ月未満の牛にプリオンが入っていても、検出できない、だから別に検査を

しないのだというような理解をしているのですが、もしそうだとすれば、プリオンが入っ

ている可能性がある牛を流通販売させるということは、食品衛生法第４条に抵触しません

かという質問なのです。 

○ 姫田（農林水産省） 

 松本参事官お願いします。 

○ 松本（厚生労働省） 

 実際のこのＢＳＥ対策といいますか、食品衛生全般から申し上げますと、リスク分析と

いう評価というのを、リスクを下げるという、リスクというのはこれはどの程度の障害の

大きさか、あるいはどのくらいの頻度であるか、しょっちゅう起きるのか、１００年に１

回なのかということで違ってまいりますが、そういうリスクを下げる、ものごとについて

はゼロリスクはない。例えば、水といいましても、皆さんが日頃お飲みになっている水で

も２リットルの水であれば、皆さん方が普通の生命生活、健康な生活を営めますけれども、

足りなくてなくなるとこれは命がなくなりますし、１日１０リットルの水を吸飲すれば、

またこれはこれでまた健康を害するということで、これはどんなに健康にいいといっても、
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必要だといっても、やはり程度問題があると思います。それは、量の問題もあっても、こ

れはリスクはゼロではないという前提。ですから、リスクをゼロにするために、いかに政

策をとっていくかということがリスク管理ということで、またそれをどのようにやってい

くかということを説明するのが、リスクコミュニケーションということで、そのＢＳＥに

ついては、諸外国、世界的にはリスク分析という手法でやっていこうということでやって

きたというわけです。 

このＢＳＥ対策についても、やはり一番の、まずはきれいな牛があれば、全く汚染源

がなければ、そういう検査とかＳＲＭの除去の必要はないのですが、我が国においては少

なくとも１２頭の感染が確認されたということで、一定のリスクはあると。全く感染がな

いというのに比べるとリスクはあると。それをいかに減らすかということで、その次のス

テップとして、一番大きなのはやはりプリオンが蓄積しやすいところのＳＲＭの特定危険

部位の除去というのが一番であります。その後、それを補う２つ目のセイフティ面として

そういうスクリーニングということで、そういう感染危惧を市場に出さない、皆さんの口

に入らないようにきちんとすると。また、交差汚染を防ぐために、きちんとそういうもの

については焼却して、一切感染のサイクルをやらないということで務めてきているわけで

す。ですから、そういう意味においては、今までの３５０万頭検査して、少なくとも２１

ヶ月齢、２３ヶ月齢については、見つかったということは、それは厳然とした事実であり

まして、それについては評価されています。それ以外についてどうかというと、リスクと

いうのを考えたときに、繰り返しになりますが、やはり検査というのには限界があるのだ

と。これは全頭検査を１３年１０月１８日からやりだしたときから、検査というものには

どうしても検出できないものがあるのだということはわかっておりましたが、一応いろい

ろな条件があって科学的ではないという部分がありながら、進めてきたというのは事実で

す。すべて評価していただいたのが今回の評価でありまして、その検出限界以下の牛を検

査の対象から除外するとしても、現存の全月齢の牛を対象としたＳＲＭの除去の措置を変

更しなければ、そのＢＳＥのリスクが増加することはないと考えられることは評価できま

したので、この分については適切に処理されているということで、今もお尋ねになったこ

とについては、そういう食品衛生法がどうかということについてですが、それにはあたら

ないと今は考えています。 

○ 姫田（農林水産省） 

 どうもありがとうございました。 



－ 47 － 

 かなり消費者の方々からのご意見がずっと続いているのですが、むしろ、本日は食肉関

連事業者の方とか、外食の方とか来ておられますが、そういう方で意見がある方、消費者

の方ではなくて、食品関連事業者とかそういう方で、せっかく来られているのですから、

ぜひ意見を言って帰っていただきたいと思うのですが、いらっしゃいますでしょうか。で

は、違う立場ですから、結構でございます。できれば、次、外食の方とか食品関連、流通

とかそういう方でお願いします。 

○ 臼井（行政関係者） 

 岐阜県の生活衛生課の臼井と申します。 

 私ども、実は全頭検査の見直しが行われた場合に、現在の状況の中では独自の検査をす

るということを表明をしているわけですが、もともと食品安全委員会の科学的な評価とか

いうことに、問題があるとか疑念があるとかそういう立場で今回のことを表明したわけで

はなくて、まだまだ不安が大きいということです。ＢＳＥに対するですね。例えば、食品

安全委員会のモニターの方々のアンケートでも、ＢＳＥに対して７５パーセントぐらいだ

ったと思いますが、不安だとおっしゃっているというような状況の中で、本当に今回の見

直しが、科学的なものであったとしても、理解をされるのか、その支持をされるのかとい

うようなことを懸念をしているわけです。再び不安をあおることにはならないか、もしく

は築き上げてきた信頼関係みたいなものをまた壊すことにはならないかというような恐れ

もあるのではないだろうかと思っています。それで、十分にできるかどうかわかりません

が、リスクコミュニケーション、要するに理解をもっともっと深めていきたい、それまで

の間、できれば県独自で続けていきたい、こんなふうに考えているわけです。ひとつです

ね、農水省の中川局長が科学的事実とそれから消費者の納得だというふうにおっしゃった

わけですが、今回の見直しにあたって、科学的事実は大切にされるということは十分わか

っておりますけれども、消費者なり国民というのですか、その納得という部分はどのよう

にお考えになられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○ 姫田（農林水産省） 

 ほかございませんでしょうか。大分時間があったので、外食の方とか食品産業の方、ど

うですか。意見交換会なので、そちらとこちらということよりも、そちら同士の意見交換

をしていきたいと思っているのです。ぜひ、いわゆる、今までは役所に来られて陳情書と

かそういうようなかたちで、要望を送られたと思うのですけれども、そうではなくて、そ

ういう閉ざされた世界での議論ではなくて、今、この場でみんなでオープンの中で議論し



－ 48 － 

たいと思っておりますので、ぜひこういうときに声を挙げていただきたいと思っておりま

す。こういうところで声がないということは、意見がないということになってしまうと思

っておりますので、それでは、そちらの男性、よろしくお願いいたします。 

○ 日裏（食品関連事業者） 

 小売業界の大阪の食肉事業協同組合からまいりました日裏と申します。 

 今、我々の業界の中で問題になっているのは、我々が関知しない川上の方での問題が多

発して、我々また消費者の皆様にご心配をかけているところですよね。それで、先ほどか

ら何遍もありましたけれども、飼料の問題とか、プリオン以外に問題があるのではないか

と言われることなのですが、我々業界としましては、これからも取引先とかいろいろ難し

い問題に対応して、消費者の皆様には安全でかつ安心な牛肉をお届けできるように努力し

ているのですけれども、こういう問題が出て、またアメリカが外圧でもう少し規制を下げ

ろとか言ってきているところで、すごく当惑しているのが現状ですので、ほかのもの、養

殖のお魚とかほかのものでも、またこういうことが出てくるかもわかりませんので、行政

の方できちんとした対応で、業界また消費者の皆様にご心配をかけるようなことがないよ

うに、全般的なことで努力していただきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○ 姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。では、ほかにございますでしょうか。 

 それでは、先ほどの岐阜県の方と、それから今の小売業の方への回答を、まとめて局長

の方から。 

○ 中川（農林水産省） 

 私どもの考えていることをできるだけご理解いただくように、少しやや極端な言葉で申

し上げることになるかと思います。その辺の言葉遣いちょっとお許しをいただきたいと思

いますが、ＢＳＥの検査について、今までは全部の月齢の牛を、つまり牛であれば全部検

査をしていたと、それを例えば２０ヶ月齢より若い牛は検査の対象から外すということに

した場合に、今まで全部やっていたのに、一部のものについてやらなくなったということ

は、普通にお考えになると、それまで全部やっていたものを、そのうちやらない部分があ

るということになれば、それだけ手抜きではないかとか、あるいは少し安全性が低くなる

のではないかとか、そういうふうにお考えになると思います。それは感じ方としてはむし

ろ当然の感覚だと私も思います。そこで、科学的にそのことがどういう意味を持つかとい
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うことを食品安全委員会がいろいろ審議をされて、今回取りまとめられたわけですが、そ

れは先ほどから何回か引用されておりますように、検出限界以下のところ、検査である以

上は、これは当然いろいろなものについて限界がありますけれども、その限界以下のとこ

ろのＢＳＥの検査をしなくても、変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病のリスクは高まら

ないということです。そこはやってもやらなくても残念ながら今の技術水準だと検査をし

ても見つけることができない部分があるということ、それは事実としてむしろきちっと直

視をしようということだと思います。 

確かに、３年前に日本でＢＳＥが発生したときは大変な混乱が起こりました。消費者

の方々も牛肉離れが起こりました。こういう言わばパニックになっているようなときに、

まずは冷静に行動していただくために、とにかく全部やりますと、全部検査をやりますか

ら大丈夫ですからということで、まずはそういう対策をとったのは事実です。ですが、３

年たって、一定の３５０万頭という検査をした結果、どうもやはりここから若いところと

いうのは、プリオンが仮にあっても、それは非常に少なくて今の検査技術ではわからない

ということ、そのこと自体はやはり直視をしようということは必要です。直視をすること

が、それはそれとしてそういう事実なんだということを見ることが必要だと、私どもは思

っております。全部検査することによって、安心を得ているという部分は確かにあると思

います。安心を得るという意味ではあると思いますが、そのうちの一部については、やっ

ても見つからないけれども、とにかくやっているから安心なんだということ、それも心理

としてそうだ、やむを得ないというか、それはそれとしてのもっともな点はあると思いま

すが、私どもとすれば、ある部分には限界があるんだということは、今の現実として見定

めて、ほかにやって、さらに効果のある、リスク低減のできる効果のあるところをむしろ

力を入れようと考えております。その１つが餌の規制をもっと強化することですし、それ

からと畜場においてＳＲＭの除去の仕方、これも定期的にきちんと点検をしようと、今よ

りさらにリスク管理のレベルが向上する、やれば効果がすぐ上がるところはきちんとやり

ましょうと。それから、検査をしても残念ながら今わからないところはわからないという

ことを直視をして、そこに変な安住をしないで、それはそれとして認めていく。そのこと

によって、リスクが上がるのなら問題ですが、これは上がらないというか、変わらないと、

食品安全委員会で評価をしておられますから、それはそういうものとしてきちんと受け止

めるということが必要ではないかと、むしろリスクコミュニケーションと、いろいろなか

たちで意見交換をするということの中には、きちんと現実を見ていく、科学的な根拠をき
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ちんと認識をするということもあるように、私どもは思っております。 

そこで先ほど、消費者の納得はどうなんだというご質問がありました。確かに、納得

というのはそれぞれの方の受け止め方ですから、私どもが何と言ったって、それはやはり、

そうは言ったって信じられない、そうは言ったって心配なのだということはあるかと思い

ますが、理解と納得という場合に、やはり現実、今我々が得ている科学的な知見というの

はこうなんですということをきちんと説明をしていくと。そこで納得までいたるかどうか

は正直言って、確かなものではありませんが、そのことをできるだけ丁寧に説明をし、ま

たそれに対する意見を聞くということが、この問題に対処する上でのやはり一番の真正面

からの接近の仕方、ものごとの取り扱う方法ではないかと思っております。 

それが私どもが今申し上げたいことです。ですから、先ほども言いましたが、やって

効果のあることはさらにやる、それから、やっても今ちょっと残念ながらわからないとこ

ろは、むしろわからないということをきちんと受け止めようということです。ですから、

将来、非常に技術革新が起こって、生きている牛でもみんなわかると、ＢＳＥにかかって

いるかどうかわかるというようなそういう技術が実用化されたときには、こういった検査

のやり方というのは、またすぐ見直さなければいけないと思いますし、それは食品安全委

員会でも当然ご判断いただくことだと思います。 

○ 姫田（農林水産省） 

 それでは、なかなか食品関連業者の方、手が挙がらないということですので、では、早

い順に皆様、お願いします。そちらの女性の方、そして後ろの女性の方、そしてそちらの

女性の方とそしてそこの男性の方ですね。 

○ 田村（消費者） 

 安全食品連絡会の田村と申します。２点お願いいたします。 

 ２４ヶ月以下の死亡牛は、全国的にすべて検査されていたのでしょうか。２点目は、危

険部位の除去ということですが、今は日本は全頭検査が建前ですから、危険部位除去につ

いては決定されていないということを聞きました。全国、１３７ヶ所ある食肉処理場でせ

き髄の高圧洗浄業務なのですが、２０パーセントに過ぎない。それからピッシングは中止

を求められているが、７０パーセントに当たる１００ヶ所で依然行われていると、そうい

うことを聞きましたので、本当にそういう現状なのかどうか教えてください。そして、や

はり危険部位の除去方法の統一と決定をこれからしていただきたいことと、それから、国

は抜き打ち検査で査察に入っていただいて、こういうことが本当にちゃんとできているの
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かどうか、ちゃんと見ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○ 姫田（農林水産省） 

 はい、ありがとうございます。 

 そうしましたら、後ろの女性の方ですね。 

○ 土橋（消費者） 

 京都からまいりました消費者の土橋と申します。 

 私、実はドイツのビーブラウン社の狂牛病汚染硬膜で感染された薬害ヤコブの方の谷た

か子さんや、林たくみさん、もう亡くなりましたけれども、その方たちを支える会をずっ

とやっておりました。それで、そのヤコブ病の悲惨さというのはとてもよくわかります。

今回のＢＳＥ問題についても、もし本当に人間にかかるようなことがありましたら、どん

なに大変なことになるかということ、すごくよくわかります。リスクが低いとか立場の違

いを超えてとかいろいろ言いますが、狂牛病に感染発症してしまったら、その人にとって

はそれで全てです。かならず亡くなってしまうのですから、感染発症を限りなくゼロに近

づけるための努力をみんなできちんとやって、そのためには何をどういうふうにやったら

いいのかということを、皆さんで本当に真剣に考えていかなくてはいけないと思います。

狂牛病が牛から人へ感染することは今や既定の事実です。 

それで、消費者としましては、今その問題で一番気にかかりますのは、今回アメリカ

からの牛肉の輸入が解禁になるのではないかという問題なのですが、アメリカの牛肉の危

険部位の除去に関するずさんさとか、いろいろ報道されております。そういうのを見るに

つけ聞くにつけ、やはり私たち消費者としては、そこのところが一番気になります。先ほ

どから消費者の合意とか、国民の同意というようなことを言われますが、今のままでもし、

アメリカからの輸入解禁、牛肉輸入解禁がされましたら、とてもじゃないけれども納得は

できないと思います。前にいらっしゃいますプリオンの専門の方ですとか、消費者情報官

ですとか、いろいろな方がいらっしゃいますが、皆さんは本当に私たちの暮らしと命を守

る防波堤だと、私たちは先ほどからそう思わせていただいておりますので、絶対に頑張っ

てください。お願いします。 

○ 姫田（農林水産省） 

 そうしましたら、そこの男性の方ですね。 

○ 永田（行政関係者） 
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 三重県の永田と申します。 

先ほど、局長の方からお話を聞かせていただいた中で、１つの暴論かもしれませんが、

２０ヶ月齢以下の牛については検出限界もあって検出することが困難であるという答申が

出ておるわけです。安全委員会の方で、その牛についてはリスクはわからないというお答

えを先ほどから聞かせていただいておるわけですが、その議論の１つとしてですね、例え

ば、２０ヶ月以下の牛については、と畜処理を行わないというような議論は出なかったの

か。要するに、検出することができないのであったら、その牛については流通されないよ

うにするというのも１つの方法ではないかと思います。例えば、三重県の場合は、２０ヶ

月齢以下の牛については、全頭牛の１パーセントということで、非常に少ない頭数でござ

います。私は行政ですので、あれなのですが、月齢で統計というのはあまり見たことがな

いのですが、この中間答申は表７に、１歳の牛が２２.３パーセントという数字が出てお

りますが、これは報道機関等では１２パーセントであるとかいろいろな数字が出ておりま

すが、この２２パーセントという数字は現状の数字として使わせていただいていいのかど

うか、それと先ほど言いました、２０ヶ月以下の牛を流通させないでおこうという議論に

ついて、２点お伺いしたいと思います。 

○ 姫田（農林水産省） 

 そして、そちらの方。 

○ 村上（消費者） 

 滋賀県から来ましたＢＳＥ市民ネットワークの村上と申します。 

 先週の意見交換会に出させてもらって、異常たんぱくが何なのかということをわかりや

すく教えていただいてありがとうございました。それで、昨日の新聞を見たら、金子先生

と同じ研究所の方が異常プリオンを壊せる分子を発見したということを読みまして、科学

ってすごいなと思っているのですが、酵母の分子というようなことなのですが、もしご存

知であれば、ちょっと教えていただきたいなということと、それから、農水省と厚労省へ

お願いなのですが、飼料規制をしっかりしてくださいということなのですが、私たちは、

このＢＳＥの問題が起こってから、改めて、私たちの食料の多くを輸入に頼っているのだ

なということを勉強したんですね。輸入牛肉が国産牛肉の生産量よりも多くて、その飼料

を、全部の飼料の９割を輸入の飼料に頼っているということを勉強して、これは輸入段階

でチェックをしていただくということが一番大事なところなんだなと思いました。あと、

危険部位の除去ということなのですが、日本国内での処理は１００パーセント除去をめざ
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すということと、それから危険部位の除去ということについて、先ほど姫田さんの方から

アリの一穴とかいう話が出ましたが、日本においてはアリの一穴でもアメリカではゾウが

通れるような穴があいているという声もあります。ですから、消費者からすればアメリカ

の実態というのも正当にリスク評価していただきたいと思っています。リスク評価とリス

クコミュニケーションとかリスク管理とか、そういった手法を考えたのは小泉さんなので

すから、それはまっとうしていただきたいと思います。 

○ 清水（食品関連事業者） 

 外食産業の日本全国焼肉協同組合の常任理事と兵庫県で高麗飯店グループというレスト

ランをやっております。専門家の先生方がこんなにたくさん来て、いろいろ研究なさるこ

とがあって、いろいろ私どもは真剣にこのことに対しては取り組んでおります。営利のた

めにこんなことを言うのではないのですが、本当に困ったんですよ、３年間。もうどれだ

け店がつぶれましたか。とにかく先生方を信じておりますから、信じるものは救われる、

９８パーセント信じておりますから、２パーセント奇蹟を思います。だから、１日も早く

アメリカの肉を何とか日本の皆さん方が安心して食べれるようなレベルまでもっていって、

早く早く解禁してください。本当に切々とお願いいたします。 

○ 姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。ほか、今の意見、私もという、勇気づけられて、私もという

方、いらっしゃいませんでしょうか。 

 それでは、ご質問というのがありましたので、１つは２４ヶ月齢以下の死亡牛の検査を

しているかという話を釘田室長から。それから、かなりＳＲＭの除去について徹底されて

いるのかというようなこと、あるいは抜き打ち検査をするべきではないかというお話があ

りましたので、これは蟹江専門官お願いします。それから、あと２０ヶ月齢以下の頭数、

多分１２パーセントだと思います。１２パーセントでいいのかという数字の確認というこ

とがあったと思います。それから、アメリカのことにつきましては、先ほどから、中川局

長そして松本参事官の方からかなりしっかりと説明しておりますので、また最後の閉めの

ときに、もう一度確認するということにしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○ 釘田（農林水産省） 

 サーべイランスのご質問でしたが、これは先ほどの私のスライド、最後のページに数字

が出ておりますが、ことしの４月から２４ヶ月齢以上はすべて、原則としてすべての検査

をやっています。この４月から７月までで、３万３,０００頭ぐらいいきまして、多分、
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年間１０万頭ぐらいの頭数を検査することになると思います。逆に言いますと、２４ヶ月

以下の死亡牛の検査というのはやっていないのですが、ルールとしてはやっていません。

その理由は、と畜場でやるのはスクリーニングということ、食べ物として肉が回っていく

というその安全性を確保する１つの手段としてやっているわけですが、農場で死んだ牛の

検査というのは、日本にＢＳＥにかかっている牛がどれだけいるかというようなこと、そ

れからＢＳＥ対策が本当にどれくらいの効果があるかということを目的としたサーベイラ

ンスということでやっているわけです。農場で病気か何かで死んだ牛というのは、決して

と畜場にはいきません。これはこのまま処理されて処分をされるということですので、２

４ヶ月より若い牛が検査をしないからといって、それがどこかに紛れ込んでいくというこ

とではありません。そういう意味では、安全性のための検査ではなくて、サーベイランス、

日本でのＢＳＥの浸潤状況、広がり具合、それからその対策を見るためにやっている検査、

目的がちょっと違いますから、全部はやっておりません。 

○ 姫田（農林水産省） 

 それでは蟹江さん、お願いします。 

○ 蟹江（厚生労働省） 

 ＳＲＭの関係でございますが、先ほどのご質問の中で高圧洗浄が２０パーセントの施設

でしか実施されていないというようなお話、あるいは、ピッシングがまだ７０パーセント

の施設で実施されているということ、あるいはＳＲＭの統一というかたちの決定をしてほ

しいということと国の査察というようなご意見・ご質問があったと思いますが、高圧洗浄

につきましては、ほとんどのと畜場で実施されていると承知しておりますが、こういった

実態は先ほどスライドでも説明をいたしましたけれども、実際の実施状況等について調査

をし公表していく、そういう方針で現在検討しております。こういった数字もできるだけ

正確なものを公表できればと思っております。ピッシングつきましては、ご指摘のとおり、

７割の施設で我々の調査でも７割の施設で現状実施されているということでございます。

このピッシングの問題につきましては、作業員の方の安全性の確保と食肉の安全性の両方

を両立することが必要であると考えております。ＢＳＥ発生当時ピッシングの中止につい

て、都道府県を通じて中止ができるように、関係業者の方々に指導をしてきたわけでござ

いますが、どういったことをすれば中止できるかということを、引き続き検討してまいり

たいと思っております。 

 それからＳＲＭの今後のお話でございますが、スライドでもご説明いたしましたとおり、
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基本的には現状どおり、すべての月齢でＳＲＭ除去していくという方針で検討をしており

ます。それから、国の査察といいますか、と畜場の査察の関係でございますが、現状、と

畜場での検査・管理は各都道府県の方で実施されております。当然行政機関でございます

ので、国の機関と同じレベルの機関が監視しているわけでございますので、私どもとして

は、そういった都道府県の方を通じて実態を調査しながら、その結果を公表し、現状につ

いて知っていただく、そういう方法を現在検討しているという状況であります。 

○ 姫田（農林水産省） 

 近畿都道府県の生活衛生課の方も来られているので、どなたか今のと畜場の現状につい

て、お願いします。 

○ 菊地（行政関係者） 

 兵庫県の生活衛生課の菊地でございます。 

 今、食肉センター・と畜場においてのご質問がありまして、当事者の方からそういうお

話をいただきましたが、高圧洗浄機につきましては、兵庫県内の食肉センターすべてに導

入されております。それから、ピッシングの件ですが、ピッシングにつきましても、おっ

しゃっておられるように、この作業される方の危険性こういったことがあって、かなり多

難な、難航したのですが、大部分、今すべての部分がピッシングは廃止しておるところで

す。それと設備の除去装置ですが、これもまもなくすべて導入されるという現状でござい

ます。 

 以上です。 

○ 姫田（農林水産省） 

 はい、どうもありがとうございました。それでは、釘田室長、と畜、２０ヶ月齢以上と

畜しなければいいではないかということ、それから、数字の問題ですね。 

○ 釘田（農林水産省） 

 手元の数字でみますと、おっしゃるとおりなのですが、日本でのと畜頭数の中で、２０

ヶ月齢以下の占める割合というのは大体１２パーセントぐらいになっています。ただ、こ

れは品種ごとに大きく違いまして、和牛だと多分１パーセントぐらいしかないのに対して、

ホルスタインは５割ぐらいが２０ヶ月齢以下になっていると思います。失礼しました、ホ

ルスタインは全体の３割ぐらいですね。オスを見ると５割以上が２０ヶ月齢以下になって

います。そういう実態がございますので、先ほど２０ヶ月齢以下を出荷しないようにすれ

ばいいのではないかというお話がありましたが、ホルスタインのオスの場合は、そういう
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のは経済的にみてコストが増えるだけで、現実実態に合わないと思いますから、ちょっと

無理な話かなと思います。和牛の場合は、確かに２０ヶ月齢以下出荷する場合、おそらく

何かちょっと事情があった牛でしょうから、現実にはあまりないのだろうと思いますが、

いずれにしても、プリオンが検出できないから２０ヶ月齢超えるまで飼育するというのは

本末転倒な議論なので、ちょっとどうかなと思います。 

○ 姫田（農林水産省） 

 大分、時間も過ぎてまいりましたので、あと３人ぐらい、ありますでしょうか。では、

お二人意見をいただいて、それで終わりたいと思います、どうぞ。言い忘れましたが、時

間がございませんので、１分程度でお願いしたいと思います。 

○ 堀内（消費者） 

 先ほどから２０ヶ月齢の検査の方法、検査はできないということをおっしゃっているの

ですが、新聞の情報などにもあるのですが、プルシナー教授らの共同研究のグループが、

今の検査方法よりも感度が高いという新たな検査方法を開発しているということです。去

年の９月にその情報はわかっていたと思います。そこら辺のところは食品安全委員会の金

子先生はご存知かと思うのですが、そこら辺の検査方法の開発とか、そういう新しい検査

法の情報はあるのですが、そういうことは生かされているのでしょうか。それと、国内の

ことではなくて、ヨーロッパの方で、まぶたの組織を取って調べる方法とかそういう方法

も出てきているという情報があります。そこら辺のあたりはどういうふうに食品安全委員

会の中でお話し合いをされているのですか。 

○ 姫田（農林水産省） 

 その隣の方。 

○ 竹内（消費者） 

 ２０ヶ月のラインについてなのですが、２１ヶ月、２３ヶ月でＢＳＥ感染が出ていると

ころで、２０ヶ月というのはあまりにも安全率が低くないかと不安に思っています。一般

的に言えば、安全率というような考え方があるのですが、確率ですと、例えば、１０倍で

すとか、ありますよね。２０ヶ月で１０倍をとると２ヶ月というのは現実性がないですけ

れども、それではあまりにもリスクとして消費者としては十分納得できない数字に思いま

すので、例えば、今言われましたが、検査方法が開発できれば、２０ヶ月以下でも検査で

きるようになれば、そのラインは変動する可能性もあるのかというようなこともあわせて、

ご返答お願いしたいと思います。 
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○ 姫田（農林水産省） 

 それでは、まず検査方法の最近の情報について、金子先生から、それから、そういう検

査を採用できるかどうか、今後どうしていくかということについて、厚生労働省の方から

お願いします。 

○ 金子（食品安全委員会） 

 おっしゃった点を含めて、最新の事例に関しては少なくとも私を含めてメンバーには

日々刻々情報は入ってきますし、それについては重々承知しております。その最初の点に

関しましては、本人たちといいますか、吉田先生たちが言われる以外のＥＵの評価を見て

も、ちょっと今のところ飛びぬけている状況ではないというお話も伺っていますし、それ

から、先ほど局長がおっしゃったように、生体牛でできるかどうかは次の大きな別れ道で

あろうと思います。その知り合いに関してもそこまでは現状ではいっていないということ

になりますし、延髄を取ってしまいますと牛は死んでしまいますから、採集部位の工夫等

について可能性は十分あると思いますが、ただそれを今の既によく確率された、非常に確

率された信頼性のある手法を置きかえるほどのまだデータがないというのが現状ですので、

答申にも書かせていただきましたように、そういったものを適宜情報を収集して、いい情

報収集をしてＢＳＥ管理対策に生かすべきではないかと、結論部分にも書かせていただい

た次第です。 

○ 姫田（農林水産省） 

では、厚生労働省の方お願いします。 

○ 松本（厚生労働省） 

 食品の安全性というものはやはり科学的に合理性を持つことが重要と考えていまして、

将来的な話ですと、例えば生態系のところで、感度のいい方法ができたら、当然、その時

点でいろいろな施策をつくり直すというのは当然だと思っております。ですから、またそ

ういうために、手をこまねいているわけではありませんので、蟹江の方からもご紹介しま

したが、そういう新たな検査方法ですとかあるいはより安全なために、いろいろな特定部

位の除去の方法あるいは作業の方法についても、一生懸命研究を進めている。それで、き

ちんとした方法を、適宜取り入れていくということについては、当然だと考えております。 

○ 姫田（農林水産省） 

 それでは、私のデータの不手際で、大分時間を過ぎてしまいましたので、このあたりで、

本日の意見交換会を終わりたいと思います。 
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それでは、司会の方に、マイクを戻したいと思います。 

○ 松本（厚生労働省） 

 長時間、お疲れ様でございました。最後にお礼を兼ねて一言ごあいさつ申し上げます。 

 本日１時半から約３時間にわたりまして、非常に貴重な意見交換ができたと思います。

川上対策としての飼料規制についてはより徹底だと、また感染のサイクルがわかって、感

染経路がわからないことについては、引き続きいろいろ研究されているということはご理

解いただきたいと思いますし、検査につきましても皆さん方の日頃考えていらっしゃる、

安心につながるようなところだということもわかりましたが、一方そういう科学的な事実

というのも見ていただきたいということも我々の方からご説明したとおりでございます。

またＳＲＭの除去につきましても、スライド等でご説明しましたように、徹底をさせると

いうことでやっております。 

 最後になりますが、これから皆さん方、非常に米国の輸入牛肉の再開について大変ご懸

念があることがわかりました。まずは何度も申し上げますが、国内対策をきちんとやった

後、その後で、交渉しまして、我が国と同等の安全性が確保されるというところが前提で

あろうと考えております。米国からこのような条件を満たすような具体的な措置について

の提案があった場合には、また改めて食品安全委員会に諮問することになると考えており

ます。このような手続きを経て、皆様方のご懸念がないように、またその科学的な事実と

消費者の納得とありますけれども、納得いくということにつきましては、このようなリス

クコミュニケーションを明日も明後日もまた、来週２７日名古屋、２８日が岡山、２９日

が金沢、３０日が仙台ということで、またその後も続くと思いますけれども、いろいろ皆

様方ご理解を得ながら、施策に反映していきたいと思っております。長時間ありがとうご

ざいました。 

以上をもちまして、食品に関するリスクコミュニケーション、牛海綿状脳症対策に関

する意見交換会を閉会させていただきます。本日の意見交換会のご意見を厚生労働省・農

林水産省の今後の意見に反映させたいと思いますので、最後にお帰りの際に、アンケート

をよろしくお願いいたします。長時間にわたりまして、ご協力ありがとうございました。 

これにて閉会をさせていただきたいと思います。 

午後４時４５分 閉会 


