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食 品 に 関 す る リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 
（ＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正に関する意見交換会（第２回）） 

 

日時：平成１７年４月１８日（月） 

                        会場：農林水産省講堂７F 

 

 

 

議事次第 

 

１．開  会 

 

２．挨拶 

 

３．議  事 

 ① ＯＩＥにおけるＢＳＥルール改正提案の概要 
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午後１時００分 開会 

○姫田消費者情報官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから食品に関するリス

クコミュニケーション（ＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正に関する意見交換会）を開催

いたします。 

 本日は大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございました。 

 それでは、まず農林水産省参事官の伊地知よりごあいさつ申し上げます。 

○伊地知参事官 消費安全局参事官の伊地知でございます。よろしくお願いいたします。 

 食品に関するリスクコミュニケーション（ＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正に関する

意見交換会）の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 関係者の皆様方におかれましては、日ごろから消費安全行政の推進に御支援、御協力を

いただいておりますことをこの場をかりて厚く御礼を申し上げます。また、大変お忙しい

中、本日の意見交換会にご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 本日は昨年と同様、消費者から流通、外食、加工、生産に至るまで、幅広い関係者にお

集まりをいただき、国際獣疫事務局、ＯＩＥにおいて制定されておりますＢＳＥの国際基

準の改正案につきましての意見交換会を開催させていただくことにしております。 

 既にご案内のとおり、ＯＩＥにおきましては、ＢＳＥも含めましてさまざまな動物の疾

病についての国際基準の策定、改定作業等が進められておりまして、昨年と同様、本年も

新たな改正案が加盟国に提示をされているところでございます。ＯＩＥは改正案に対する

各加盟国からの意見等を踏まえまして、本年５月の下旬に開催されます総会におきまして、

その採択に向けた議論が行われる予定になっております。 

 その中で、ＢＳＥに関する国際基準につきましても、特に食の安全、安心の確保の観点

から、極めて重要なものであるとの認識に立ちまして、日本政府としてのＯＩＥに対する

コメントを提出することとしており、それに先立ちまして、関係者の皆様方それぞれの立

場からの御議論をいただきまして、御意見を賜ることができればというふうに考えており

ます。日本政府といたしましては、このようなご議論を踏まえまして、今後、日本政府と

してのコメントを取りまとめ、ＯＩＥに提出をして、ＯＩＥ総会において日本政府として

の意見を述べていきたいというふうに考えております。 

 最後になりますが、本日の意見交換会が実り多いものになりますよう、皆様方の忌憚の

ない御助言、御意見を賜りますことをお願いを申し上げまして、私のあいさつとさせてい

ただきます。 
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 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○姫田消費者情報官 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の御出席者の紹介をいたします。 

 まず、私のちょうど点対称の反対側でございます。 

 消費者団体の方々を御紹介いたします。 

 消費者団体の方々の御出席につきましては、募集いたしまして、全体で16団体の御応募

をいただきました。その中で８団体を募集しておりましたので、応募時に提出していただ

いた意見、「国際的なＢＳＥの貿易ルールについて」を参考に学識経験者の方に選んでい

ただき、最終的には８団体にプラス１団体ということで、９団体に御出席いただくことと

いたしました。 

 では、御紹介いたします。 

 私のちょうど対称でございますが、前大阪消費者団体連絡会事務局長の飯田秀男さんで

ございます。 

 全国消費者団体連絡会事務局長の神田敏子さんでございます。 

 ＢＳＥ市民ネットワーク会員の戸谷真理子さんです。 

 家庭栄養研究会副会長の蓮尾隆子さんでございます。 

 日本生活協同組合連合会安全政策推進室の原英二さんでございます。 

 日本有機農業研究会理事の安田節子さんでございます。 

 日本消費者連盟副代表運営委員の山浦康明さんでございます。 

 日本生態系農業協会消費者部会長の亘理子さんでございます。 

 主婦連合会参与の和田正江さんでございます。 

 続きまして、私の左手奥から、まず生産者として全国農業協同組合中央会常務理事の中

村祐三さんでございます。 

 続きまして、食肉関連事業者として、日本ハム・ソーセージ協会理事の瀬川正治さんで

ございます。 

 日本畜産物副産物協会会長の羽根田實さんでございます。 

 日本食肉事業協同組合連合会会長の福岡伊三夫さんでございます。 

 続きまして、流通事業者として、日本スーパーマーケット協会流通推進部次長の江口法

生さんでございます。 

 日本チェーンストア協会常務理事の小笠原荘一さんでございます。 
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 日本食肉輸出入協会の鈴木耕太さんでございます。 

 続きまして、外食産業事業者として、日本フードサービス協会食材調達・開発等委員会

委員の市川信義さんでございます。 

 全国焼肉協会専務理事の山田武司さんでございます。 

 以上がメインテーブルでの参加者の皆さん方でございます。 

 そして、きょう会場へお越しの皆様方ですが、我々は傍聴ではなくて参加者と考えてお

ります。この後、最後には皆さん方の御意見を得る場もございますので、よろしくお願い

いたします。 

 続きまして、アドバイザーとして、東京大学大学院の生命科学研究科教授の吉川泰弘さ

んが後からいらっしゃる予定でございます。 

 そして、財団法人日本生物科学研究所主任研究員の山内一也さんでございます。 

 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所プリオン病研究センタ

ー長の品川森一さんでございます。 

 国立感染症研究所幹線病理部長の佐多徹太郎さんでございます。 

 国際獣疫事務局名誉顧問の小澤義博さんでございます。 

 東京医科大学医学部生理学第二講座主任教授の金子清俊さんでございます。 

 行政からは本日オブザーバーで来ていただいております食品安全委員会事務局の西郷リ

スクコミュニケーション官でございます。 

 そして、主催者側の厚生労働省大臣官房の松本参事官でございます。 

 先ほどあいさついたしました農林水産省大臣官房参事官の伊地知でございます。 

 衛生管理課長の釘田でございます。 

 私は本日進行役を務めます消費者情報官の姫田でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、議事に先立ちまして資料の確認をお願いいたします。 

 会場の皆様方には資料１、ＢＳＥに関する国際基準の改正について、これはパワーポイ

ントでこの後釘田が説明いたします資料をプリントをしたものでございます。 

 資料２、ＯＩＥ：ＢＳＥコード改正に関する主要論点ということで、本日御議論いただ

きます主要論点について取りまとめたものでございます。 

 それから、参考配布として食の安全・安心トピックス、食生活指針が入っておりますの

で、ご活用ください。 
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 そして、メインテーブルの方には今回のＢＳＥコードの改正についての細かいもの、あ

るいは新旧の対訳が入っておりますので、御確認ください。 

 全員に御配布するというのはかなり大部でございましたので、後で御必要な方は事務局

にお申しつけください。後ほど差し上げることができると考えております。 

 それでは、本日の進行について説明いたします。 

 本日はＯＩＥにおけるＢＳＥルール改正に関する意見交換会でございます。ＯＩＥは後

ほど釘田の方から説明いたしますが、国際獣疫事務局と申しまして、家畜の疾病等に関す

る国際機関でございます。ＯＩＥは５月下旬の総会でＢＳＥについてのルールの一部改正

の検討を予定しております。その改正案に対して、日本国政府としてどのようなコメント

を提出するかという点を中心に意見交換をお願いいたします。ＢＳＥの国内対策とか、牛

肉を輸入する際の条件そのものの意見交換会ということではございませんので、本日メイ

ンテーブルでも18人の方々がいらっしゃいますので、そこについては議論を明確化すると

いう点から、ＯＩＥのＢＳＥルールについての意見交換をお願いしたいと思います。 

 まず、意見交換に先立ちまして、ＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正提案の概要、そし

て我が国について担当から40分程度説明いたします。その後、改正案のポイントごとに時

間を区切って意見交換をしていただきます。そして、意見交換がある程度メインテーブル

で行われた後に、会場にお越しの参加者の皆さん方からも別途御発言いただく時間を設け

たいと考えております。 

 それでは、衛生管理課長の釘田から説明したいと思います。少々用意ができるまでお待

ちください。 

○釘田衛生管理課長 衛生管理課長の釘田でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、きょうはできるだけ皆様方の間で御議論いただく時間を長くとりたいと思い

ますので、私の説明はできるだけ簡潔にしたいと思っています。 

 お手元の資料の１がこのパワーポイントを打ち出したものでございまして、あと資料の

２、これは特に詳しくは御説明いたしませんけれども、論点を整理したものでございます

ので、併せて見ていただければというふうに思います。 

 それから、パワーポイントの説明に入ります前に、昨年も実は本日と同じようなリスク

コミュニケーションを行いましたが、昨年が初めてそういったことを行ったわけなんです

けれども、その経緯を若干御報告したいと思います。 

 昨年も４月に専門家会合とリスコミを行いまして、５月12日にそこで出た意見を取りま
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とめて日本政府の意見、コメントとしてＯＩＥへ提出しております。これは農林水産省の

ホームページにもその会議資料なり議事録、それからＯＩＥに提出した資料、コメントは

掲載されておりますので、御参照ください。 

 昨年の議論をちょっと振り返りますと、昨年も幾つか大きな論点がございましたが、資

料なしでございますので、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、簡単に御報告いたし

ますと、まず昨年は安全物品という考え方がございまして、これについてはそういう安全

に貿易できるという考え方が貿易上意味する問題ということについて我々としては懸念が

ございましたので、そういった記述ぶりについては反対ということでコメントを出しまし

たし、総会の場でも反対の意見を述べました。 

 結論としては、我が方の意見にも答える形で、事務局の方で再度文言の修正が行われま

して、基本的には従来と同じような記述ぶりが維持されました。ただ、そういった特段条

件を求める必要のない物品というものが例えば牛乳、乳製品、本日も後で議論になります

けれども、そういったものについての記述を強調するという意図で、コードの最初のとこ

ろに持ってくるという書きぶりの変更はございましたけれども、文言の修正自体は従来の

考え方が維持されたということがございます。 

 それから、もう一つの大きな論点はＳＲＭの月齢の変更、我々は月齢を高く、引き上げ、

緩和するという方向には反対をしておりまして、６か月という方向、すなわち慎重な月齢、

低い方にそろえるべきではないかという意見を述べましたけれども、これは残念ながら日

本の意見は採用されておりません。昨年、後ほど出てまいりますが、月齢の変更、12か月、

30か月、そういった方向で見直しが決まっております。 

 それから、もう一つのＳＲＭの論点として回腸遠位部を腸全体に広げるという議論がご

ざいました。これも専門家会合、あるいは消費者リスコミの中で出た意見を踏まえまして、

私どもはこれについては明確な科学的根拠がないのではないかということを会議の場で主

張いたしましたが、残念ながらこれについても事務局提案、すなわち腸全体をＳＲＭとす

るということが昨年は採択されました。しかしながら、それに対しまして私どもはこれは

科学的な根拠が十分あるとは言えないのではないかと。したがって、引き続き議論をして

ほしいということを強く主張いたしまして、そのことがレポートにも記載されています。

その結果としまして、後ほど出てまいりますが、この点については再見直しということに

なっております。 

 それから、サーベイランスの基準の明確化というのも昨年度も議論になりました。これ
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については継続の議論でございますので、後ほどまた出てまいります。 

 さらに、最後の論点として、これも消費者リスコミでもいろいろな御意見が出たわけで

すけれども、ＯＩＥの議論の透明性が欠けているのではないかといったようなことが意見

として出されました。私どももそのことを重く受けとめまして、ＯＩＥの運営の改善とい

ったような観点から、各国のＯＩＥに提出されたコメントを公開するといったような透明

性の向上、それからコード委員会という主要な委員会がございますけれども、そういった

ところへの参加機会の拡大、そういったことを総会の場でも主張してまいりました。これ

については、直ちに日本の意見を踏まえて何か変わるということでは必ずしもありません

が、事務局もこのことについてはきちんと受けとめて、今後できるものについては改善を

図っていきたいという考え方が表明されておりますし、その方向に少しずつ動きつつある

のではないかというふうに思っております。 

 ちょっと長くなりましたが、昨年の経緯はそういったことでございます。 

 今年、また５月22日の週に総会が予定されておりまして、そちらに既にＢＳＥのコード

に関する事務局提案というのが提出されております。それについて御説明いたします。 

 まず、ＢＳＥコードとはということで、これは昨年も同じ御説明をいたしましたが、Ｗ

ＴＯ協定上の位置づけといたしまして、動物の健康及び人獣共通感染症に関する国際基準

という位置づけがございます。これはＷＴＯ協定の中にＳＰＳ協定がございまして、その

中で食品、それから動物、植物、それぞれについて国際基準を定める機関というのが指定

されております。食品についてはコーデックス、動物についてはＯＩＥ、それから植物に

ついてはＩＰＰＣという機関でございますけれども、その一つとしてこのＯＩＥは役割を

担っているということになります。 

 それから、ここにありますように、食品の安全についてはコーデックス委員会が制定し

た基準が国際基準とされておりますけれども、このＢＳＥに関する基準については人獣共

通感染症、人の健康にも影響があるということでございまして、動物と人、両方に感染す

る病気ということで、このＯＩＥで人への健康の問題もあわせて検討するということにさ

れております。 

 国際基準としてのＯＩＥコード、これが一体どういう意味を持つのかということですけ

れども、国際基準に適合する措置はＷＴＯ協定に適合しているものと見なされます。した

がいまして、ＯＩＥコードに沿った措置をとっている輸入国、これはＷＴＯ協定に適合し

ているというふうに見なされるわけなんですが、現実の問題といたしましては、この貿易
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のルールというのは輸出国と輸入国、二国間でいろいろ話し合って決められるというのが

一般的でございまして、その際には必ずしもＯＩＥのコードそのものではなくて、輸入す

る国での、例えばある病気の種類とか汚染状況、そういったことを踏まえながら、輸出国、

輸入国２国間で定まってまいります。その際の輸入国が求める措置、これが例えば国際基

準より高いレベルの措置になる場合がございます。これがどうなるかということなんです

が、これはＷＴＯ協定上もそういった措置をとることは可能でございます。ただし、その

際には科学的に正当な理由があるということを立証することが必要になるという意味で、

このＯＩＥコードというのは国際貿易上の基準とされているということでございます。 

 ＯＩＥコードの策定手続でございますが、これは最終的には毎年５月にパリで開催され

ます総会で各国の政府代表（ＣＶＯ）の集まりの中で決定されます。それに至るまでの間

に１年間かけまして、このアドホック委員会、科学委員会、コード委員会、そういったと

ころで科学的な見地から議論が行われまして、必要な新たな科学的知見等に基づいた修正

提案といったようなものがまとめられてまいります。その後に、加盟国からの意見受付と

いうプロセスがございまして、最終的には総会での議論により採択されるということにな

ります。したがいまして、現在はこの加盟国からの意見受付という段階にあるということ

でございます。 

 コード改正案の概要でございますが、四点ございまして、無条件物品の追加、カテゴリ

ーの簡素化、ＳＲＭの変更、サーベイランス基準の変更、この四点でございます。 

 なお、現時点で各国政府にＯＩＥ事務局から配布されております事務局提案というのが

ございますけれども、私どもこういったリスコミ、専門家会合を踏まえて、５月の上旬に

はＯＩＥ事務局に意見を出したいと思っております。そういった各国の意見も踏まえまし

て、総会に係る修正案というのは再修正が行われる可能性もあります。さらに、総会の中

での議論でさらなる修正が行われる可能性もあるということでございます。 

 最初の論点でございますが、無条件物品の追加、従来のＯＩＥ、ＢＳＥコードの中では、

ＢＳＥステータスにかかわらず、条件を課さずに輸入を承認すべき物品というものがリス

トされておりまして、それは、牛乳、乳製品、精液、受精卵、あるいは皮ですね。そうい

ったものが六品目掲載をされておりました。これに今回の提案では、骨なし骨格筋肉、そ

れから血液、血液製品、こういった二つの品目が追加されております。 

 ちょっとこのことにつきまして資料の２、これはお手元にある資料の２なんですけれど

も、そちらの方に若干触れますけれども、この提案につきまして、論点といたしましては、
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ＢＳＥコードで感染牛は完全に処分されるべきというふうにされているわけですけれども、

そのことと今回例えば骨なし骨格筋肉は何ら条件を付さずに輸入を承認すべき物品である

というふうに定義されることとの整合性はどうだろうかということ、あるいはカテゴリー

区分に応じた汚染防止などの条件が課されている、これは後ほど出てまいりますが、そう

いったこととの整合性、そういったような問題、論点が指摘されております。 

 次の論点ですが、カテゴリーの簡素化、これは昨年も御紹介したわけですけれども、こ

こ数年ＯＩＥで継続的になされている議論でございまして、現行のＯＩＥのＢＳＥステー

タスのカテゴリーというのは、５段階に分かれております。これが非常に定義が複雑でご

ざいまして、わかりにくい。実際に適応しにくいといったようないろいろな問題から、こ

れを簡素化して三つの区分にしてはどうかという議論が一昨年ぐらいからございまして、

昨年もこの三つのカテゴリーに見直していくということについては、ほとんどの国が考え

方自体は支持できると述べているところでございます。 

 まず、現行はＢＳＥ未発生の中に清浄国と暫定清浄国がありまして、それからＢＳＥ発

生があるところにつきましても、その発生の状況から最少リスク国、中リスク国、高リス

ク国というふうに分かれておりますが、これを改正案の中では、物品特異的なリスク低減

措置を実施しなくても無視できるリスク、すなわち特段のリスク低減措置をとらなくても

リスクが無視できる国というのが一番上の国でございまして、従来の清浄国、暫定清浄国

にほぼ相当するのではないかと思われますが、これが一つ。 

 それから、真ん中のカテゴリーが物品特異的なリスク低減措置を実施すれば無視できる

リスクということでございまして、この二つのほかにいずれにも該当しないカテゴリーと

して不明なリスクという、この三つのカテゴリーに分けようという考え方でございます。 

 このリスクのステータスの決定基準でございますが、これはリスク評価の結果、それか

ら二番目の獣医師、農家等を対象とした教育プログラムの実施、三番目のＢＳＥ症状牛の

調査、届出義務、それから四番目の研究所におけるＢＳＥ検査の実施、そういったような

ことの実施状況に基づいて、ステータスを決定していくわけなんですが、その中でも特に

ＢＳＥリスクの結果というのは非常に重要でございまして、この中に侵入リスクの評価と

暴露リスクの評価というのがございまして、これらの結果としてリスクが無視できるとさ

れる場合、されない場合、それによってサーベイランスのやり方が変わってくるという考

え方がございます。 

 具体的に今の話を申し上げますが、まず侵入リスクの評価、これにつきましては従来か
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ら侵入リスクの評価項目というのは現行のコードにも記載されているんですが、ここは少

し整理がなされておりまして、この（１）のＴＳＥ因子の存在の有無、それから全体とし

て最後にサーベイランス・疫学調査を考慮に入れることといったような点が新たに追加さ

れております。ここは大きな考え方の変更があったというわけではないと思います。 

 それから、暴露リスクの評価、これにつきましても四番目として実施されたＢＳＥサー

ベイランスの程度とその結果、これをあわせて考慮するということで提案がなされており

ます。 

 その結果として、この各カテゴリーの要件をこの表に示してありますけれども、一番上

の物品特異的なリスク軽減措置を実施しなくても無視できるリスク、これはリスク評価は

当然行うわけなんですけれども、無視できるリスクということで、サーベイランスについ

ては後ほど出てまいりますが、Ｂ型サーベイランス、より緩いサーベイランスを実施して

いるということが要件になります。その中で、ＢＳＥの発生状況については、発生がない

場合、それから輸入牛のみで発生がある場合、それから輸入牛のみで発生の場合はこの報

告・教育等が７年以上、フィードバンが８年以上という要件で、さらにその感染牛の処分、

そういったことでこの一番上のカテゴリーの要件を満たせるということになります。国内

発生があった場合でも、最終発生から７年以上経過し、報告・教育等が７年以上、フィー

ドバンが８年以上ということで、さらに感染牛、コホート牛の処分がきちんと行われてい

れば、この一番上のカテゴリーに該当するということになります。 

 同じように、その次のリスク低減措置を実施すれば無視できるリスクのカテゴリーとい

いますのも、ここの違いはサーベイランスの考え方がＡ型サーベイランスということにな

っておりまして、より厳格なサーベイランスの実施というのが要件になります。これは後

ほど出てまいります。さらに、リスク低減措置につきましても若干定義の仕方が異なって

いると。いずれにしても、こういった要件を満たせない場合には、一番下の不明なリスク

というところに落ちてしまうということになります。 

 こういったカテゴリー分けがどういった意味を持つかということになりますけれども、

それぞれのカテゴリーに分類された際に、実際の輸入、貿易を行う際にあるカテゴリーに

分類された国に対して求めることができる事項というのがカテゴリーごとに定められてお

ります。このスライドはそのことを示しておりますが、まず生きた牛を輸入する際に要求

すべき事項、すなわちある国が例えば一番目のリスク低減措置を実施しなくても無視でき

るリスクの国から生きた牛を輸入する際に要求すべき事項というのは、特段ここでは定義
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されていない。したがいまして、特段の条件を求めることなく輸入は認めるということに

なります。 

 その二つ目のカテゴリーの低減措置を実施すれば無視できるリスク国、これにつきまし

ては、幾つかの条件を要求すべきというふうにされておりまして、まずその輸入する牛そ

のものに対しては、ここに三つあります。個体識別が行われていること、コホート牛でな

いこと、それから国内発生がある場合にはフィードバンの効果的実施日以降に生まれてい

ること、そういった条件を求めるべきであるとされているわけです。 

 さらに、不明のリスク国から輸入する際には、今の条件に加えまして、国内対策に係る

要件というのも追加的に要求すべきというふうにされておりまして、それはフィードバン

の効果的な実施、患畜・コホート牛の処分、これがその国として制度としてきちんと行わ

れているということを要求できるということになっております。また、その輸入牛そのも

のに対しましても、①、②は一緒だと思いますが、③についてはより厳格にフィードバン

の効果的実施日から２年経過した後に生まれていることという条件を求めるべきというふ

うにされております。 

 同じような見方をいたしますと、この骨つき牛肉を輸入する際にどういった条件を求め

るべきかということですが、これは一番上のカテゴリーについてはと殺前後の検査の実施、

これのみになります。二つ目のカテゴリーについては、この①から⑤、と殺前後の検査の

ほか、ピッシングが行われていない、危険部位を含まない、機械的除去肉を含まない、そ

れからそういったことによる汚染がないといったような条件になりますし、さらに不明の

リスク国につきましても、幾つかの上乗せの要件を求めることができる、求めるべきであ

るというふうにされているところであります。 

 以上がカテゴリーの簡素化、それから簡素化された後の輸入の際に求めるべき条件、そ

ういった内容なんですが、これにつきましても資料の２をちょっとごらんいただきたいと

思いますけれども、お手元の資料の２にこのカテゴリーの簡素化に関する論点がまとめて

ございます。２の（２）にありますけれども、こういったカテゴリー区分の前提となるリ

スク評価、サーベイランスについて、ＢＳＥリスクをできる限り正確に反映できる客観的

なものとすることが重要ではないか。こういった考え方が適切かどうかということが一つ

あります。 

 それから、二つ目として、リスク評価を行うに当たって、サーベイランスの結果をどの

ように位置づけるかが不明確ではないか。これもサーベイランスにつきましては、現在の
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現行のＯＩＥコードで定められているサーベイランスのガイドラインというのがございま

して、現在多くの国はこれに基づいたサーベイランスを行っているわけですが、今後新た

なカテゴリーのもとで行うサーベイランス、それもＡ型、Ｂ型二つありまして、それらの

位置づけというのが必ずしもまだ今の段階では明確でないといった問題があろうかと思い

ます。 

 それから、リスク管理措置については、各国がリスク評価に基づき確保している公衆衛

生上の保護水準を反映し得るものとすべきではないかと、こういったような論点を整理し

ております。 

 次がＳＲＭの変更でございます。 

 この表の中で現行のＳＲＭと改正案を対比して整理してございますけれども、これは先

ほど少し触れましたけれども、現行のＳＲＭの考え方というのは、昨年のＯＩＥ総会にお

きまして、一部見直しがなされまして、こういった形になっております。すなわち、清浄

国、暫定清浄国ではＳＲＭという考え方はございません。最小リスク国になりますと、30

か月齢以上の脳、脊髄、そういった中枢神経系の組織、それから中リスク、高リスク国に

なりますと、扁桃と腸全体がすべての全月齢になりまして、そのほかの中枢神経系組織は

12か月齢以上と、こういうふうにカテゴリーごとに対象となるＳＲＭの範囲が異なってい

るというのが現状でございます。 

 これを今回カテゴリーが五つから三つに見直されることに伴いまして、ＳＲＭの範囲を

どのようにするかという議論があるわけですけれども、現時点での事務局の提案はこの右

の方の改正案のようになっておりまして、一番上のカテゴリーは、これはＳＲＭという概

念はございません。中ほどのこのリスク低減措置を実施すれば無視できるリスク国、これ

につきましては扁桃、それから囲みになっておりますが、従来腸全体であったところは今

回事務局の提案として回腸遠位部ということで、昨年の議論を反映したものとしてこの回

腸遠位部というふうに再修正が行われておりまして、これについては全月齢になっており

ます。 

 それから、中枢神経系の組織につきましては、この真ん中のカテゴリーは30か月齢以上、

それから一番下の不明なリスク国、これは12か月齢以上ということで整理されております。 

 以上なんですが、このＳＲＭの問題につきましても、この資料の２の論点整理のペーパ

ーをちょっとごらんいただきたいと思いますが、この（２）のところに幾つか論点が整理

されていますが、①として、そもそもＳＲＭの定義についてどう考えるべきか。②として、
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無条件物品とする場合、カテゴリー区分に応じたリスク管理措置が必要とする場合、ＳＲ

Ｍとする場合の関係をどのように整理するか。これは物品によって無条件物品になるもの

もあるし、カテゴリー区分に応じたリスク管理措置が必要とされるものもあると。それか

ら、ＳＲＭそのものもあると。いろいろな組織がそういうふうに区分されるわけですけれ

ども、その辺の関係がきちんと整理されているのかどうかという論点です。その上で、今

回のＳＲＭの見直し案についてどう考えるべきかといったような論点が挙げられておりま

す。 

 それから、四番目の論点ですが、サーベイランス基準の変更。 

 まず、現行のサーベイランス基準でございますが、これはガイドラインとして示されて

おりますが、対象は原則としてＢＳＥ様症状牛でございまして、これをこの表に示されて

おりますような飼養頭数ごとに定められた必要サンプル数を検査しなさいというのが現在

の考え方でございます。この必要なサンプル数は30か月齢を超える牛につきまして、その

国の30か月齢を超える牛の飼養頭数規模に応じて、必要サンプル数はこの右の方にありま

す数字になっております。 

 この問題について、昨年もサーベイランスの見直しということで、ＯＩＥ総会で実は議

論になりましたけれども、昨年の場合にはこのＢＳＥ症状牛だけで検査してこの基準を満

たせないような場合、そういった場合にどうするかという論点が一つございまして、例え

ば死亡牛、農場で死んでしまったような牛の検査、あるいは一般の健康牛のと畜場で処理

されると畜牛、そういったものの検査をどのように考えるかということについて、昨年の

事務局からの考え方というのは、死亡牛のようなリスク牛については100頭検査したとき

にこのＢＳＥ症状牛１頭と見なしましょうと。それから、通常のと畜牛、これについては

5,000頭から１万頭、そういった幅がございましたけれども、それぐらいの換算比率でも

って、このＢＳＥ様症状牛１頭と見なしましょうと。これはＥＵの従来のＢＳＥの発生パ

ターン、発生実績からそういった比率を出しておりましたけれども、そのような考え方が

昨年は提案された経緯がございます。 

 ただ、これは今申し上げましたような換算係数のようなものは、最終的には採択される

には至りませんでしたけれども、考え方としてはこのＢＳＥ症状牛だけではなくて、そう

いった死亡牛のようなリスク牛、それから通常と畜牛の検査というものも行って補充する

という考え方が打ち出されました。この考え方自体はＢＳＥ症状牛だけをサーベイすると

いうことではなくて、より広くそれ以外の牛もサーベイランスの対象とするということで、
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私どもの考え方、目指す方向とも一致しておりますので、考え方自体は私どもは支持いた

しましたけれども、ただより厳格な抜本的なサーベイランスの見直しというのは引き続き

議論する必要があるということで、昨年はそういった主張をしたところでございます。そ

の結果をふまえまして、ことしの総会に向けましては、サーベイランス基準の改正案が示

されております。 

 新しい改正案の中身ですが、この対象範囲といたしまして、牛群を四つに分けるという

考え方がまず示されております。その四つといいますのは、この従来サーベイランスの対

象とされていたＢＳＥ様症状牛、それから②として歩行困難牛、緊急と殺牛、それから三

つ目に死亡牛、そして最後に通常と殺牛と、この四つのカテゴリーに分けておりまして、

少なくともこの中から三つの牛群からサンプリングを行いなさいという考え方になってお

ります。 

 サーベイランスの種類としまして、Ａ型サーベイランスとＢ型サーベイランスがありま

すが、Ａ型サーベイランスというのは、このリスク評価の結果、無視できるリスクとは評

価されなかった場合に実施するべきとされているものでございまして、より厳密なサーベ

イランスになります。具体的には、95％の信頼性で成牛群における有病率、これは幾つか

のレベルが示されていますが、100万頭に１頭、あるいは10万頭に１頭の検出が可能なレ

ベルということで、必要な検査というのが後ほど示されております。 

 それから、Ｂ型サーベイランス、これは維持サーベイランスというふうにも呼ばれてお

りますが、リスク評価の結果、無視できるリスクと評価された場合、すなわちカテゴリー

でいきますと一番上のカテゴリーに分類される場合には、このＢ型サーベイランスは要件

になります。その場合には、特に臨床症状牛を対象に実施します。現在のカテゴリーに分

類されるまでの間、実施されたサーベイランスのサンプル規模を維持すると、そういった

ような考え方が示されておりますが、実はこのＢ型サーベイランスの細かな基準なり考え

方は示されておりませんで、これは引き続き検討していきたいというふうに事務局は説明

しております。 

 Ａ型サーベイランスについては、具体的な基準が示されております。これは全く新しい

考え方になりますけれども、目標ポイント数というのを定めておりまして、この表にあり

ますように、ある国の成牛群のサイズが24か月齢以上の牛になりますが、100万頭以上の

場合はその目標ポイント数をこの300万ポイント達成するようにサーベイランスを行いま

す。ただし、ここは100万頭に１頭の場合でありまして、より緩いサーベイランスの目標
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としては10万頭に１頭ということで30万ポイントという数字も同時に示されておりますけ

れども、いずれにしましてもその国の飼養規模に応じて、さらに検出の精度に応じて目標

ポイント数というのが定められております。 

 このポイント数をどのように計算するかといいますと、この表にありますように、先ほ

ど申し上げましたこの牛群を四つのカテゴリーに分けますけれども、その四つのカテゴリ

ーにさらに牛の年齢ごとにポイント数が定められておりまして、このポイントを実際に検

査した牛の頭数に掛け合わせて積み上げると。それで、先ほどの300万ポイントとか30万

ポイントとか、そういった数字を達成するようにサーベイランスを実施するということに

なっております。Ｂ型サーベイランスは先ほど申し上げましたが、まだ引き続き検討とい

うことで、具体的な基準は示されておりません。 

 以上のようなサーベイランスについては、非常に新しい考え方が示されているわけなん

ですけれども、これの論点といたしまして、先ほどの資料の２でちょっとごらんいただき

たいと思いますが、四番目のサーベイランス基準の明確化の論点、まず（１）の①ですが、

ＢＳＥはすべてＢＳＥ様症状牛から見つかることを前提としており、またＢＳＥ様症状牛

の必要なサンプル数が死亡率等、特定の条件に基づき一律に算出されているほか、サンプ

ル数が不足する場合の具体的な基準が示されていないといったような問題点があろうかと

思います。今回の見直し案はちょっと長いですが、ＢＳＥ症状牛に加えて、緊急と殺牛、

死亡牛、健康牛も検査対象とすべきことを明確にした上で、統計的に達成すべき具体的な

水準、目標ポイントと言われているものですが、これを示している点では評価できるが、

その前提となったＥＵの統計モデル及び目標ポイントの算出方法等について、統計学的に

十分な根拠があるかどうか、具体的に示されていない。また、現在検討中とされているも

のもあり、これはＢ型サーベイランスですが、まずはこれらが明らかにされることが必要

ではないかというふうにしております。 

 また、二つ目ですが、輸入国はリスク評価及びサーベイランスの結果に基づき、輸出国

のＢＳＥリスクに応じたサーベイランスを求めることとしているが、そもそも輸出国のＢ

ＳＥリスクを判定する際のサーベイランス基準が定められていないことをどう考えるか。

これは恐らくは先ほども少し述べましたが、従来の現行のサーベイランスのガイドライン

に基づいて実施しているサーベイランスと、このことを想定して書かれているんだろうと

は思いますが、ここも明確ではないという問題がございます。 

 以上、大変駆け足で御説明いたしましたが、今年のＯＩＥ総会に係るＢＳＥに関する国
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際基準の改正、それからそれに関する論点整理ということで御説明させていただきました。 

 これについての御議論をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○姫田消費者情報官 どうもお疲れさまでございました。 

 それでは、意見交換に入ります前に、まず今の説明についての疑問点、あるいはもう少

し詳しく知りたいということで、質問等を受け付けたいと思います。 

 どなたからでもよろしゅうございますから、質問等がありましたらお手をお挙げくださ

い。 

 では、山浦さん、お願いいたします。 

○山浦 ちょっと聞いていてわかりにくかった点をお伺いしたいんですけれども、サーベ

イランスにおけるポイントの考え方ですね。先ほどの資料で１歳から２歳で0.01とか0.2、

0.4といった数字がありますけれども、右側に症状牛ということで記載されておりますが、

これは具体的に言うとどういう数をイメージしたらよろしいのか、そういう形で少し説明

していただけるとありがたいのですが。 

○姫田消費者情報官 具体的にな説明をしていただけたらということでございますか。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 では、神田さん、そして飯田さんとお願いいたします。 

○神田 基本的なところなんですけれども、無条件物品のところで⑦、⑧がつけ加わるわ

けですけれども、科学的根拠に基づいて提案されているというふうに思いますが、この提

案の理由というのがどういうことが挙げられているのかが説明がちょっとないので、その

辺をお聞かせ願いたいと思います。 

○姫田消費者情報官 飯田さん、お願いします。 

○飯田 二つあるんですが、一つは先ほどの山浦さんのサーベイランスの表のことに絡ん

でなんですが、ここに月齢といいますか、何歳という形で１歳から９歳以上までの区分が

あります。ということは月齢がわかることを前提にしてこういう仕組みが当然考えられた

ということになるんですが、その点はちょっと確認をしておきたいというふうに思うんで

すが、それが一点目です。 

 二つ目が５ページのリスク・ステータスの決定基準のところで、リスク評価の結果で侵

入リスクの評価と暴露リスクの評価の部分で、無視できるリスク、あるいはそれが言えな

い場合という形であるんですが、ある書面によりますと、侵入リスクの評価が無視できる

場合には、暴露リスクの評価のみでステータスを決定するのではないかという文書を読ん
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だことがあるんですが、そこは提案の中身がそうなっているのか、個々に判断するように

なっているのか、わかれば教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 では、戸谷さん、そしてそこまでで一回切りましょうか。 

○戸谷 質問より意見の方が本当はいっぱいあって、質問だけさせていただきます。 

 ＯＩＥのコードについて、動物の健康及び人獣共通感染症に関する国際基準とあるんで

すが、先ほど釘田様のご説明によると、人の公衆衛生的な健康の側面もあわせてＯＩＥが

検討するというふうにおっしゃっていたんですけれども、そういった公衆衛生的側面の検

討については、いつどういったところで討議されているのでしょうか、そこがすごく一番

気になっていまして、それはこれとは別にちゃんと討議されているのかを教えていただき

たいと思います。 

○姫田消費者情報官 それでは、それぞれの意見を整理しますが、まず最初の山浦さんと

飯田さんからのサーベイランスのことについてありますが、サーベイランスのポイントに

ついて具体的に説明していただきます。 

 それから、サーベイランスの月齢がわかることが前提なのだということについてもお願

いします。 

○釘田衛生管理課長 まず、サーベイランスの問題ですが、この具体的な計算方法という

のは、これは基本的にこういった考え方は、ＥＵにおけるＢＳＥ検査の実績を踏まえて出

てきておりまして、ＥＵではこれと全く一緒ではなかったかもしれませんが、カテゴリー

に分けて実際のＢＳＥ検査の頭数が公表されております。なおかつＥＵにおきましては個

体識別制度、これも既に実施されておりますので、月齢、年齢の確認もかなり正確にでき

るということでございます。したがいまして、ＥＵではこういうカテゴリー別、年齢別の

検査頭数というのは正確に把握できるということになろうかと思います。もちろん日本に

おきましても、このカテゴリーの考え方について必ずしもＥＵなり、ＯＩＥの考え方と同

じではない点があるかもしれませんけれども、年齢の確認、それからカテゴリーごとの分

類というのは可能でございますので、実際の検査頭数をこの枠の中に当てはめまして、そ

れぞれの頭数にこの係数を掛けたものを積み上げるという単純な計算をして、先ほどの目

標ポイントに達するまでサーベイランスを続けるということになります。 

 もう一つの月齢がわからない場合というのはどうするかというのは、今のところちょっ

と明確な記述はなかったかと思いますけれども、今後はもちろんそういった個体識別制度
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を各国とも導入するように努力すべきだということになろうかと思いますが、もしわから

ない場合は恐らくこのポイントの一番低い点数をみなして積み上げるといったような便法

がとられるのではないかと思います。 

○山浦 サーベイランスの計算方法をもうちょっと具体的に何か。 

○伊地知参事官 お答えします。 

 例えば、ＢＳＥと疑われるような牛がいた場合、その牛が４歳から７歳であれば、それ

を検査したら、それ１頭については750ポイントだということです。 

 それと、あとと畜場でと殺される牛、それについて検査した場合、例えば１歳から２歳

の若い牛であれば、これは0.01ポイントであると。それから、９歳以上だったら0.06ポイ

ントということで、いろいろなカテゴリーごとの牛の年齢ごとのサーベイランスの検査頭

数をポイントを積み重ねて、全体のポイントを出していくということです。 

 例えば、死亡牛であれば死亡牛をサーベイランスでＢＳＥの検査をした場合には、ここ

に書いてありますように、１歳から２歳、２歳から４歳とかという年齢ごとにポイントが

違いますけれども、例えばＢＳＥにかかっている可能性が高いというふうにＥＵでこれま

での統計の結果から出されている４歳から７歳であれば0.9ポイントですよと。それと、

そういう死亡牛でなくてと畜場でと殺されている牛をＢＳＥの検査をした場合には、これ

は0.2ポイントですよということで、ポイントが少なくなるわけですね。それと、これは

恐らくＢＳＥであろうという臨床症状があらわれているような牛をサーベイランスでＢＳ

Ｅ検査した場合には、これは750ポイントであるということで、重みづけをして、よりＢ

ＳＥにかかっている可能性が高いと考えられるものを調べた場合のポイントが高くなって

いるということでございます。ですから、日本の場合、と畜場での検査をたくさんやった

としても、ポイントはかなり低い。アメリカのように、ＢＳＥと思われる高リスク牛とい

うようなものを調べた場合にはポイントが高くなる。そういうＢＳＥにかかっている可能

性のある牛を調べる場合には、健康牛、かかっている可能性が低いと思われるものを調べ

るよりは頭数が少なくて済むということです。 

○姫田消費者情報官 よろしゅうございますか。 

○山浦 ちょっと統計学の知識がないものですからすみません。 

 日本でこれまで３年ほど390万頭ほどですか、400万頭近く検査をしておるわけですけれ

ども、このＯＩＥのサーベイランスの発想からすると、概算で何頭ぐらい、そういうちょ

っと具体的なイメージをお伺いしたかったんですけれども。 
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○釘田衛生管理課長 正確な数字はちょっと今持ち合わせておりませんが、日本の場合は

このカテゴリーをどういうふうに区分するかという議論がまだこれから残っていると思う

んですが、非常に単純に考えますと、ほとんどが通常と殺牛でございます。その三百数十

万頭のと畜場でのと殺牛についてはこの0.1とか、若ければ0.01という係数がかかります

ので、非常に小さく評価されてしまいます。あと死亡牛の検査というのがございまして、

これは年間で10万頭ほどやっておりますが、これについても年齢によって最大でも0.9掛

け、若い牛ですと0.2という係数がかかってまいりますので、実際には10万頭がそれ以下

に評価されるということになります。 

 あと問題は症状牛でございまして、ＢＳＥ症状を示した牛、臨床症状でＢＳＥと診断さ

れるということは、日本の場合は通常ございません。日本はすべての牛を検査するように

なっておりますので、検査してＢＳＥ検査の結果として陽性牛を確定しておりますので、

そういった意味ではここの取り扱いをどうするかというのは、まだこれからの議論だと思

いますけれども、とりあえず従来の日本の国内での検査牛の区分というのはＢＳＥ症状牛

という定義に当てはまるものはまだ出ておりません。したがって、非常に高いポイント、

260とか750のポイントがかかる頭数は日本では今のところないということになります。で

すから、日本の三百数十万頭、400万頭ぐらいのこれまでの実績をもしこのポイントに当

てはめて計算したとしても、かなり小さな数字になろうかと思います。概算ですと、単純

に計算しますと300万ポイントというのを達成するのに二十数年かかるという計算がござ

います。そういったようなことで、この考え方をそのまま日本に当てはめるというのはち

ょっと問題があると、非現実的であるというふうに考えております。 

○姫田消費者情報官 どうもありがとうございました。 

 それでは、神田さんの無条件物品の⑦、⑧を追加したことに対しての科学的根拠という

ことですが、よろしければアドバイザーの先生方で山内先生か小澤先生、何か御知見ござ

いますでしょうか。 

 山内先生、いいですか。 

○山内 これは科学的根拠があるかと言われると、私には科学的根拠はわからない、ない

んではないかと思っています。ですから、どうしてこういうふうになったのか、そちらの

方が問題だと思います。 

○神田 すみません、私もそういうことが聞きたかったんです。 

○釘田衛生管理課長 これは新たに何かの科学的根拠が出てきたという事実は私どもも確
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認しておりませんが、ただ事務局の説明によれば、従来からこの筋肉、あるいは血液、血

液製品が感染性のあると、筋肉なり血液、血液製品の感染性が証明されたことはないとい

うことです。ですから、その事実に基づいてこういった提案が今回なされているというふ

うに理解しています。 

○姫田消費者情報官 では、小澤先生、お願いします。 

○小澤 この問題は100％クリア（ゼロリスク）ということは言えないかもしれないけれ

ども、イギリス、ヨーロッパではかなり研究が進められて、リスク分析も行われて、今ま

での成績をまとめたところ、肉には危険性はないということが言われてきました。ただし、

どこの肉をとったかというと数は非常に少なかった。これからもっといろいろな部分の肉

を調べる必要性はあると私は思います。それは神経がどこを通っているかということがあ

るので、その関連においてもっと詳しく検査する必要はあると思います。ただし、ＥＵに

おいては既にこの問題は解決したというふうに解釈しておりまして、30か月齢以下のもの

は検査なしでも食べてよろしいということが決まっております。例えば英国ではティーボ

ーンステーキのリスクを消費者団体が分析をした結果、そのリスクの度合いは許容範囲内

であるということで、英国ではティーボーンステーキも許可しました。ただし、ＥＵは30

か月齢以下ということをきちっと決めております。これからはリスク分析をどうやってや

るかということを消費者団体の方もぜひ調べていただきたいと思います。 

 それから、私の書いたペーパーで「ＢＳＥと食の安全性について」にまとめてあります。

獣医学会の出している雑誌（2003年）の中で日本語で書いてまとめたものがあります。 

○姫田消費者情報官 山内先生、お願いします。 

○山内 リスク分析ではなくて科学的な根拠ということだけについて、科学的な根拠とい

うのは、そんなにたくさんあるわけではなくて、エジンバラでやった牛はたしか４頭、こ

れは４か所の骨格筋を調べたんです。マウスの脳内摂取で４種類の筋肉には感染性は見つ

からなかった。それから、今度はイギリスの獣医学研究所で行った実験は32か月で解剖し

た牛２頭、それについて４か所の筋肉を調べて、これはマウスと牛への脳内接種で、それ

で感染性が見られなかった。実験事実は私が知っている限りそれだけです。ですから、調

べていけば筋肉の中で出てくる可能性はやはり科学的根拠がこれだけであるというふうに

はとても思えないと、そういうふうに考えます。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございました。 

 神田さん、よろしゅうございますか。 
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○神田 どの議論となるかもしれませんけれども、ただ私がもう一つの気持ちがありまし

たのは、骨なしと骨つきとの区別をしていますよね。そういうところのまた筋肉だけでは

ない、筋肉はどうかということではない、骨つきと骨なしのまた違いがありますので、そ

の辺の骨なしの骨を取る取り方だとか、そういうこともどういうふうに違うのかなとか、

同じなのかなということがちょっと気持ちにあったものですから、その分ける意味なんか

も込めてお聞きしたいと思ったんですが、多分また後で議論になるかと思います。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございます。 

 それでは、その後飯田さんの方からお願いします。 

○品川 科学的根拠ということで、まだ今までの話は外国の話ばかりなんですが、現に日

本でいわゆる骨なし肉と言われるような部分に入る、実際の解剖学的に筋肉という部分じ

ゃないわけですが、全体の骨を除いたところに神経が入っております。この神経の中から

日本では少量ですが、異常型のプリオンタンパクを検出しております。現在、その感染性

を調べていて、まだ今のところ感染性の成績がないからということで結論的なことは出て

おりませんが、異常型のプリオンタンパクというのは骨を除いた結合組織というようなと

ころに神経がありますが、そこのところでは複数の個体から検出しております。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございます。 

 それでは、少し議論を急がせていただきますが、飯田さんから質問がありました侵入リ

スクの評価と暴露リスクのところですが、５ページの表を見て質問されていますが、具体

的にということでございますので、むしろ７ページのところで釘田の方から説明していた

だいたらいいのではないかと思います。 

○釘田衛生管理課長 御質問の点は御説明を漏らしたんですが、新しい提案の中ではこの

暴露リスクを行う際に、仮に侵入リスクがあるということが特定された場合に暴露リスク

が行われるべきであるという記述ぶりが冒頭書かれております。したがいまして、そうい

う場合があるかどうかわかりませんが、侵入リスクが全くなかった場合は必ずしも暴露リ

スクの評価は行わなくてもいいという考え方に整理されております。 

○姫田消費者情報官 よろしゅうございますか。 

 先ほど戸谷さんの方から、いわゆる人の健康に対する公衆衛生的な側面はどこで検討さ

れるのかという質問がありましたが。 

○釘田衛生管理課長 この点も簡単にご説明いたしますが、これは実は昨年私どもがＯＩ

Ｅの総会に臨むに当たっての日本の主張の一つだったんですが、ＢＳＥというのは人の健
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康の問題でもあるので、きちんと公衆衛生の分野の専門家も入れて議論すべきであるとい

うことを私どももＯＩＥに意見として述べました。その際のＯＩＥ事務局の回答というの

は、従来からこのＢＳＥのワーキンググループ、アドホックのグループなどにはＷＨＯの

専門家が入っているということで、そういう意味では公衆衛生の専門家も入れて議論をし

ているという説明でございました。ただ、実際にはその専門家の都合か悪くて、参加しな

かったりしたことが少しあったようですが、日本の意見も踏まえてさらにそういう公衆衛

生分野の専門家の積極的な参加を求めたいという回答がありました。それが一点と。 

 それから、もう一つＯＩＥではフードセーフティに関するパーマメントなワーキンググ

ループというのが2002年に設置されています。そこでは、直接的にＢＳＥの議論をする目

的でつくられたわけではないようですが、その場にＷＨＯの専門家等が参加しておりまし

て、幾つかの人獣共通感染症についての議論が行われておりまして、事務局長からはＢＳ

Ｅのコード改正などについても、そのワーキンググループに対して意見を求めるような手

続はとっているという説明がございました。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 戸谷さん、よろしゅうございますか。 

○戸谷 伺ったんですけれども、まだこの資料を見てもＯＩＥのこの資料は獣医学的な側

面からしか評価提案が見えてこないんですね。今既にｖＣＪＤは発生していまして、潜伏

中の方もいらっしゃって、そういった公衆衛生や院内感染のそういった専門家からの声が

全然見えてこないので、とにかく発生したら今の日本でもそうなんですけれども、公衆衛

生の今の対策では対策できない、特に歯科の感染管理不備だとか内視鏡だとか、洗浄でも

今他の病原体などで院内感染したなんてニュースを時々やっていますけれども、そういっ

た点がありますので、ぜひその点公衆衛生と院内感染の対策の専門家の声をもっと大きく

入れていただきたいということを主張していただきたいと思います。 

○姫田消費者情報官 それでは、議事を急ぎたいので、先ほどお手を挙げておられた和田

さん、亘さん、山浦さんの順にご質問いただいて、それでこの後も意見交換に入る中で、

さらに質問等ある方はお願いしたいと思います。 

 では、和田さん、亘さん、山浦さんの順でお願いいたします。 

○和田 二点伺いたいんです。 

 一点は無条件物品の追加の７番、８番の追加のところに（ピッシング等せず）というの

がありますけれども、世界的にピッシングをやっているところとやっていないところの大
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まかでもその資料というのは出ておりますのかどうか、それが一点です。 

 それから、先ほどの御説明の中で、透明性の確保については日本の申し入れに答えて事

務局で考慮するという返答があったということですが、日本以外にもそのような透明性の

確保というのは各国が相当関心を持っているのかどうか、その辺伺いたいと思います。 

 以上二点です。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございます。 

 では、次に亘さん、お願いします。 

○亘 先ほどアドホック委員会には、ＷＨＯの専門家も大変入っておられるというお話で

すけれども、ここの資料２のところにございますが、無条件物品の追加の①のところに、

同様にＷＨＯ勧告との整合性をどのように考えるかというふうに問題を投げかけておられ

ますが、ＷＨＯの勧告とはＢＳＥに関してどのような勧告がなされているのか、ちょっと

教えていただければありがたいと思います。 

○姫田消費者情報官 それでは、山浦さん、お願いします。 

○山浦 資料の５ページのカテゴリーの簡素化の現行と改正案の対比のところなんですけ

れども、具体的にイメージを膨らませるために、米国が現行ではどこに属するか、私のイ

メージとしては100万頭中の２を超えるかどうかということですから、最小リスク国とい

うふうに評価されるのかなと思います。それから、日本が中リスク国ですか、そういう分

類かと思うんですが、米国と日本は改正案によって物品特異的なリスク低減措置を実施す

れば無視できるリスクというＢＳＥ対策をしている国という、そういう大枠に全部入って

しまうということになるのかどうか、その辺について事実関係を教えていただきたいと思

います。 

○姫田消費者情報官 それでは、まず和田さんの最初の質問ですが、世界的にピッシング

がどういうふうになっているかということで、厚生労働省の松本参事官、お願いいたしま

す。 

○松本参事官 幅広く承知しているわけじゃありませんけれども、米国、ＥＵ各国ではピ

ッシングは苦労して禁止ということで現在やっていないということであります。 

○姫田消費者情報官 それから、あと透明性の確保について、日本以外の国で関心がある

国はあるのかということでございます。 

○釘田衛生管理課長 この点については、必ずしもすべての国の関心度合いを我々も把握

しているわけではないんですが、ＯＩＥという国際機関がパリに置かれまして、成り立ち
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の経緯からして、非常にヨーロッパ中心の国際機関という経緯があると思います。獣医学

そのものがヨーロッパが強いということもあるかもしれませんが、ヨーロッパ、北米が非

常に影響力の強い機関だということは言えると思います。 

 ただ、近年特にＷＴＯに組み込まれたということもありまして、それ以外の国の関心も

非常に高まっておりますが、特にアジアのような国々は、これは国際会議一般に言えるこ

となんですが、非常に議論への参加というのが弱いという特徴がございまして、私どもは

そういったアジアの関心事項というのを日本がいろいろ協力する形でアジアの関心事項を

ＯＩＥにも反映させたいということを常々考えておりまして、いろいろな場で、アジア地

域のＯＩＥの加盟国が議論をするような場もございます。そういったところへ出かけてい

っていろいろ意見交換をし、日本の考え方についても説明して、支持を得るような努力を

しております。そういった中で、アジアの国々と話をしますと、例えば昨年の日本のコメ

ントに対しても、よくぞ言ってくれたといったようなコメントをしてくれる国もございま

した。ですから、一般的にそういう発言力の弱い国々の中には、透明性の向上は必要だと

いう認識はあるのではないかと思っています。ちょっとその程度のことしかとりあえずわ

かりません。 

○姫田消費者情報官 それから、あと亘さんから、ＷＨＯ勧告はということで、資料２の

５行目に書いてあるＷＨＯ勧告を具体的にお話しいただきたいのと、あと山浦さんの米国、

日本の新旧のカテゴリーについてどの区分に入るであろうかという予測なので、これはな

かなかストレートに答えられるかどうかわかりませんけれども、お願いいたします。 

○釘田衛生管理課長 まず、ＷＨＯの勧告ですけれども、これは1996年４月にジュネーブ

で開催されたＷＨＯの会議におきまして、ＢＳＥ及びバリアント・クロイツフェルト・ヤ

コブ病の発生に関連した公衆衛生上の論点を議論されたと。この会議におきまして、最新

の科学的知見に基づき、動物間におけるＢＳＥの伝達を最小限にし、かつＢＳＥ因子によ

るすべての人への暴露を可能な限り完全に低減させるための勧告というものが出されてお

ります。 

 勧告の関係部分を少し読み上げてみたいと思いますけれども、ＴＳＥの症状を呈してい

るすべての動物のいかなる製品、または部分もフードチェーン、フィードチェーンに入れ

るべきではない。すべての国はＴＳＥの感染性はいかなるフードチェーンにも入ることが

できないよう、ＴＳＥ感染動物の安全な廃棄とと殺を確実に行わなければならない。すべ

ての国はＴＳＥ因子を効果的に不活化していることを確認するため、レンダリング工程を
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再考すべきである。そういった内容の勧告が96年に採択されているということでございま

す。 

 それから、もう一つのカテゴリーの問題は、これも常々よく御質問を受ける問題なんで

すが、まずＯＩＥは現在ではＢＳＥについては暫定清浄国というカテゴリーに４か国を認

定しているだけでございまして、清浄国とＯＩＥが認定している国はございません。それ

以外のカテゴリーについてもございません。 

 アメリカがどうかということは、これはＯＩＥもこれを判断しておりませんし、必ずし

もわからないわけなんですが、現在の基準に照らしてみれば、暫定清浄国ないし最小リス

ク国、その辺になるだろうということなんですが、米国自身はこの暫定清浄国であるとい

う主張をしております。その主張の背景になっておりますのは、一昨年の12月に確認され

たＢＳＥ感染牛、これがカナダ生まれの牛、つまり輸入牛であったということで、いわゆ

る国内で生まれた牛についてはＢＳＥの発生がないということであります。なおかつ、フ

ィードバンとか届出制度、そういったものも７年とか８年という基準がございますから、

いつの時点でそれをクリアするかというのがあるんですが、いずれかの時点でその基準も

クリアできるという考え方から、暫定清浄という主張をアメリカ自身は行っております。 

 日本については、これもいろいろ厳密にこうだということはちょっと言いがたいわけな

んですが、最近の年間の発生頭数を見ますと、実はこの100万頭の２というのをわずかに

超える水準になっております。したがいまして、単純にこのカテゴリーを当てはめますと、

中リスクになる可能性があります。いずれにしても、これは年によって発生頭数は変わり

ますので、最小リスクないし中リスクというところに分類されるのだろうなというのが一

般的な認識かと思います。 

○姫田消費者情報官 それでは、これから四つの論点について順番に意見交換してまいり

たいと思います。 

 本日はかなり参加者も多いものですから、メインテーブルで18人いらっしゃるというこ

とでございますので、ベルこそ鳴らしませんが、一人２分以内にお願いしたいと思います。

もちろん行政からの回答も簡潔に行っていただきたいと思います。 

 それから、本日のＯＩＥルールからの議題から外れたものについては御遠慮いただきた

いと思っています。また、それぞれのものについての意見交換をしようと思っております

ので、そのときにお回しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず資料２に基づきながら意見交換を進めてまいりたいと思いますが、まず
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無条件物品の追加について、どなたからでも結構でございますが、速かった順で山浦さん、

それから飯田さん、そして原さん、戸谷さんという順で、そちらの方からももしありまし

たら御意見いただきたいということで、あとどんどん意見交換をしてください。 

 それと、もう一つは、釘田も伊地知も松本もＯＩＥ事務局じゃございませんので、そう

いう意味での意見交換というよりは、皆さん方の御意見をしっかり聞いてまいるというこ

とを中心にしたいと思いますので、お答えできないこともあるかと思いますが、そこは御

了解いただきたいと思います。 

 では、山浦さん、お願いいたします。 

○山浦 簡単に申し上げます。 

 昨年、無条件物品というのは安全物品という名称でした。これについて日本政府も昨年

総会で発言されたと思いますけれども、安全物品から無条件物品という名前に少しトーン

が下げられたという点は評価いたしますけれども、日本政府も今回おっしゃっております

ように、この範囲を拡大するということについては私は反対です。特に骨なし骨格筋肉、

食肉ですね。これを加えるということについては、先ほどの専門家の方々の御意見もあり

ましたように、まだわからない部分があるわけですから、この点を無条件物品とするとい

うことにつきましては、私は反対いたします。その点について、日本政府もぜひ御主張を

いただきたいと思います。 

 それから、血液及び血液製品というふうなものをここで取り上げているということにつ

きましても、慎重な議論をした上でこれを考えるべき問題であって、非常に唐突な感じが

いたしますので、これにつきましても私は反対いたします。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございます。 

 では、飯田さん、お願いいたします。 

○飯田 まず、先ほどの説明もあったんですが、ＯＩＥの役割というのが貿易の自由化の

促進が至上命題になっていて、どうしても食の安全を確保するという、こういう観点がと

りわけ予防的な観点からの検討がまだ弱いというふうに私は思います。ＢＳＥに関しては

いろいろな報告がありますが、未解明な部分が多い中で予防的な観点から議論するという

ことがまず前提として必要だというふうに思います。 

 それから、無条件物品の追加の問題で言いますと、私もおおむねこの提案に賛成なんで

すが、今の各国の対策レベルが必ずしも同一でない、あるいは標準化をされていない、透
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明化をされていない中で、今現在こういう形で緩和をしていくということについては反対

をしたいというふうに思いますし、ＯＩＥのそもそもの役割ですが、そういう標準化をさ

らに厳格に押し進めることをまずやらなきゃいけないというふうに思います。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございました。 

 それでは原さん、お願いいたします。 

○原 先ほどちょっと申し上げられなかったので、前段のお話を最初にさせていただきた

いと思うんですが、専門家会合でもこのＯＩＥのコードの改正についての科学的な根拠が

きちんと示されていなかったことについては意見が出ていたと思うんですけれども、やは

りＯＩＥ側にきちんと科学的根拠を求めていただきたいというふうに思うんですね。この

ＯＩＥのコードが決まってしまった場合に、貿易摩擦を避ける上から対抗するために、独

自に国内管理措置を設けると、それに科学的な根拠を求められるというふうなことであれ

ば、ＯＩＥのコード自身がそもそも科学的な根拠できちんと輸入国側、消費国側も納得で

きるようなコードが提案されなければおかしいのではないかというふうに思います。 

 その上で、牛肉と血について無条件物品に追加することにつきましては、この無条件物

品に追加するための条件が「ピッシング等が行われていないこと」というのは、ピッシン

グと空気注入によるスタンニングが内容とされているかと思いますけれども、背割り前の

脊髄除去ですとか、いろいろな汚染に関連した措置というのがあるかと思うんですけれど

も、そういった細かな個別の措置につきまして、きちんとチェックがされないままにこれ

らここに挙げられている要件だけ備えていれば万全というふうにみなすことはできないと

思いますので、ぜひ追加には反対していただきたいというふうに思います。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございました。 

 それでは戸谷さん、山田さん、そして鈴木さんの順でお願いいたします。 

○戸谷 まず、私が思うのは、すごい不思議なのは、完全なＳＲＭ除去とよく書いてある

んですが、完全なＳＲＭ除去はまず不可能なことだと思います。人間の手術を考えても当

然なことです。ですから私はまずＷＨＯの言っている勧告に沿うべきだと思っていますし、

あとＯＩＥに新しい知見が全然考慮されてないので、例えば脳幹に蓄積しなくても今後の

検査感度の向上によって、どの臓器からも検出をされる可能性があるというのが北本先生

が言われた科学者のコンセンサス、同意だというふうなことを私は傍聴で伺いましたし、

脳が１ミリグラムで牛は感染して、50ミリグラムというごく少量で猿が２頭のうち１頭が

感染しているという話も伺いましたし、あと炎症部位の肝臓や腎臓や末梢神経からもプリ
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オンが検出されているのであれば、規定のＳＲＭ除去では対応できないと思うんですね。

ですから、貿易をするのであれば出生後より厳密な例えば肉骨粉や血液を食べさせてない、

油脂も食べさせてないような飼料管理証明のできる牛と牛の製品に限定して、さらにリス

ク国によっては万が一感染しても体内で増殖度の低い例えば６か月の子牛とか、そういっ

たものに限定すべきだと思います。腸は６か月から発現するというふうにありますし、ま

だまだ調べてない部位がありますので、よろしくお願いします。 

○姫田消費者情報官 それでは、山田さん、お願いいたします。 

○山田 今お話を聞いておったんですが、末梢神経の異常プリオンというのは筋肉の中に

確かにありますが、それは学者先生によると無視できるほど微量で問題ではないというこ

とを明確におっしゃってみえる。 

 それから、このＯＩＥのＢＳＥコードの改正については、おおむねこれは賛成なんです

が、特に評価したいのは、腸全体がＳＲＭというのを今度は回腸遠位部に限定するという

ことになった点は、これは大いに評価したいと思います。不明な点も多々あるんでしょう

が、それは今後の議論で詰めていただきたいんですが、おおむねＷＴＯも絡んでおります

ので、このＯＩＥの改正案は多くの点において尊重していきたいと思っております。 

 ただ、先ほど審議官が日本は別だとおっしゃったことがどういう意味か、ちょっと私は

気になるのでありますが、とにかく従来言っておりました全頭検査なんていうことはここ

にはどこにも書いてない。11ページを見ればわずかにこういう項目でサーベイランスをし

なさいよということは言っておりますが、なぜ日本はこれだけいろいろやってきて、科学

的な知見もはっきりしました。それから、国際基準もあるのに、なぜ全頭検査にこだわる

か。検査は検出限界があって、あてにならないということも科学的にはっきりしておりま

す。それをなぜそれにこだわっていつまでもやっておるのか、全く理解に苦しむわけなの

であります。 

○姫田消費者情報官 山田さん、検査の国内対策のことについては、きょうは議題ではご

ざいませんので。 

○山田 それは省きますが、そういうことで全頭検査というのは意味がないということを

はっきりと皆さんにわかってもらいたいなと。 

 それから、ＳＲＭの除去でありますが、完全に除去できるかどうかは今後の問題であり

ますが、しかし例えばアメリカだっていいかげんなＳＲＭの除去をやっておるんじゃなく

て、日本に輸出する場合においてはきちっとやっておるという状況も、これもちゃんと見
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てもらわんといけないんじゃないかと思いますが、とにかくＳＲＭの除去をすればＢＳＥ

は安全なんだということを、これははっきりわかっておる問題なんですよ。それをなぜ当

局の人も明確におっしゃらないのか、その点を私はまことに理解に苦しんでおるわけなん

でありますが、ここに消費者団体も見えますが、かたくなに要するに全頭検査をやってく

れとおっしゃるんですが、それがいかにもあてにならないことであるかということは明確

になっておるので、ぼちぼちその辺はご理解いただきませんと、ＷＴＯの通商問題もあり

ますので、日本だけ特別なことを言ってもこれはいけませんから。 

○姫田消費者情報官 きょうは国内対策でも日本の我が国の輸入対策の議論でもございま

せんので、ＯＩＥルールについて議論したいので。 

○山田 関連するから言っておるのですが、そういうことでＯＩＥのいわゆるＢＳＥのコ

ードの改正についても、全頭検査ということは一切言っていないわけなので、その辺はよ

く皆さんでおわかりいただきたいということであります。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 鈴木さん、お願いいたします。 

○鈴木 食肉輸出入協会の鈴木です。 

 最初に、前提条件として二つお話しさせて下さい。 

 一つめとして、今回のＯＩＥのＢＳＥコード改正について、思い起こさなければならな

いことは、このＯＩＥという機関が、ヨーロッパの知見をもとにこのプランを進めている

こと。つまりこれに倣っていくことを前提に、ＢＳＥ解明先進地域となっている以上、で

きるだけ前向きに検討していくことが筋ではないかと思います。 

 二つめとして、現内閣が日本の農産物の輸出を飛躍的に拡大していきたいとの方針を掲

げられておりますが、今後和牛などの輸出がかなり盛んになっていく、もしくはしなけれ

ばならないということを鑑みますと、積極的に国際的なルールにスタンダードにのっとっ

た形での参加していくことは必要かつ、望まれていることと考えています。それらを踏ま

えまして、今回のカテゴリー要件物品の追加ということに対しては、積極的に支持してい

きたいと思います。 

 思い起こせば、2001年９月のＢＳＥ発生当時、ＳＲＭ除去をすれば牛肉ならびに牛乳・

乳製品は安全であるということが宣言されたと記憶していますが、再度これを思い起こす

べきかと思います。ただ無条件にＳＲＭ除去というふうにいいますが、他方では「完璧に

はできない。」という御発言が先ほどらいございましたが、と殺の際のスタンニング工程
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を行わない、ピッシングを行わない、これらを徹底することによりほぼ達成できると思い

ます。無条件物品の追加の項に関しましては、骨格筋肉並びに、牛内臓肉を含んだＳＲＭ

以外の商品まで拡大していくという意見を表明していただければということを主張してお

きます。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございました。 

 それでは、安田さん、そして和田さん、神田さん、そして瀬川さんということで、時間

の関係もございますので、この件についてそこまでにいたしたいと思います。 

○安田 ＯＩＥコードの今回の改正は、私は科学的根拠に基づいているかどうかというと

ころには非常に疑問を感じております。 

 と言いますのは、リスク評価はこのカテゴリー別にするということでやっているわけで

すけれども、それはこれまでの発生頭数ということですが、例えば米国なんかの場合を比

べてみましても、発生頭数というのは検査の体制、あるいは検知技術の高さの精度、そう

いうものと密接に関係があって、例えば日本のように全頭検査をしていれば16頭見つかる

ということが起こっているわけですし、検査体制が整備されていない場合には見つからな

いということがあるわけですから、その場合、このＯＩＥのリスク、カテゴリーを分ける

というときに、検査体制というのは非常に重要だと思います。そこの部分が検査技術をど

の技術で評価するかということが抜けているような気がします。 

 あとこのＯＩＥが今回基準を改正したときに、これまでは貿易の輸出入をするのは清浄

国と認められる場合ということで、最後の検出から７年以上たっていることとか、いろい

ろな要件があったと思います。今回、三つのカテゴリーに分けたときに、前の中程度とい

うようなところが本来でしたらば７年以上発生が見られない、フィードバンから８年以上

等々のことがクリアしてなければ輸出入なんかできないはずなのが、その部分でこの７年

たってなくてもいいという根拠はどこに求められるのか、科学的な論拠は７年以上たたな

くても、これらの措置をとっていればもういいというふうになったのかというところも、

その辺のところをちょっとご説明いただきたいと思います。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございました。 

 それでは、和田さんお願いいたします。 

○和田 先ほどもお話がありましたけれども、ＷＨＯが感染牛について食物連鎖に入らな

いようにはっきりと勧告をしていることに、この安全基準の拡大というところはどうして

も整合性がとれないのではないかと考えておりますので、やはりそこのところはきちんと
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ＷＨＯの勧告に整合性を求めたいと思いますので、拡大することには反対です。そのよう

に主張していただきたいと思います。 

○姫田消費者情報官 それでは、神田さん、そして瀬川さんの順でお願い致します。 

○神田 ＷＨＯの勧告をなし崩しにしないようにしてほしいということが一つです。 

 ＢＳＥの対策の違いというのは、各国によって違いがまだありますし、それから実効性

ですとかその確実性もまたまちまちであるという、まだ今そういったレベルだというふう

に思っておりますので、そういった中で無条件でこれを貿易できるようにするというのに

は、またそのレベルにはなってないというふうに私は思っておりますので、反対をしてい

ただきたいと思います。 

○姫田消費者情報官 それでは、瀬川さん、お願いいたします。 

○瀬川 この無条件物品の追加、私も事前にちょっと見せていただいて、科学的見地から

検討されたものかどうかと、科学的見地から検討されたという前提で賛成ということにし

たんですが、先ほど先生方のお話で幾つかまだはっきりしてない部分もあるということを

言われて、考えてみたんですが、やはりこれの根拠がその点なんですね。小澤さんですか、

言われたのはＥＵの基準から来ているというお話でしたと思いますが、このＥＵの基準を

つくるときにも科学的な根拠があったのではないかということを推察すれば、これの基準

をこの２項目を入れるということについては賛成です。 

○姫田消費者情報官 きょうは議事の進行に務めたいと思っていますので、まず４つを順

番に行い、最後に山田さんにもう一度意見をいただく時間を設けたいと思います。 

 それで、基本的に今まで大きくはかなりの御意見をいただきました。一つはＷＨＯとの

整合性のことでの安全物品を設けるべきじゃないというようなお話、そして一方では科学

的な論拠を明確にすべきというような話、一方ではいわゆるＥＵを中心とした今までの試

験結果等についての科学的根拠があるのではないかというようなお話がございました。 

 そして、もう一つはピッシングだけではなくて、事前のもっとＳＲＭについての細かい

チェックが必要じゃないかと、そういうピッシングだけに議論を焦点を絞るべきではない

のではないかというようなことがございました。 

 あとまださまざまな御意見がございましたけれども、私どもは全体をしっかりと受けと

めてまいりたいと思います。 

 それで、あと釘田の方から一つ安田さんの御意見についてお話しします。 

○釘田衛生管理課長 一点だけあれですが、安田さんから御指摘のあった従来は清浄国か
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らしか貿易を認めていなかったのではないかというお話ですが、これはそうではありませ

んで、現行の従来のＯＩＥのコードの考え方も中リスク、高リスクの国であっても、一定

のリスク軽減措置をとった上で輸入はできるというのがＯＩＥの考え方です。もちろん求

めるべきリスク軽減措置の内容、あるいは物によっては輸入禁止、貿易禁止という物品も

ありますけれども、すべてのものについてＢＳＥ発生後から貿易をすべきではないという

ことを言っているわけではありません。適切なリスク軽減措置をとれば貿易ができるとい

うのがＯＩＥの考え方ですので、そこは本質的には変わっていない。ただ、その物の範囲

とかリスク軽減措置の内容、そういったことについては今回またカテゴリーの分類見直し

に伴って少し変わってきてますので、それが適切であるかどうかということは議論しなけ

ればいけないと思っています。 

○安田 あと申し上げました標準の検査レベル、それはあるんでしょうか。 

○釘田衛生管理課長 基本的に、求めるべき条件というのはこのＯＩＥコードの中に示さ

れておりまして、それをどのレベルで求めるかということは、これはまた物にもよります

けれども、二国間での話し合いになろうかと思います。 

○安田 すごくそれはおかしいと思います。普通の検査標準がなきゃおかしいと思うんで

すけれども。 

○姫田消費者情報官 小澤さん、お願いします。 

○小澤 ＯＩＥには、国際衛生規則だけじゃなくて診断法とワクチンに関する国際基準の

ためのマニュアルというのがありまして、それには詳しく書いてあります。それは４年に

１回ずつ改正されます。 

○安田 検査技術はどんどん進んでいますよね。ウエスタンプロットとエライザ法をまと

めて、1,000倍以上にも感度は高くなったような検査体制がありますよね。日々刻々と厳

しく検査が精度が上がっていっている、それに合わせてやるべきであって、そういう最新

の検査標準でやらなきゃいけない。 

○小澤 国際基準は一日ごとに変えるわけにいかないので、ＥＵの基準というものはＥＵ

が決めている。現在は12の診断方法が開発されて、それをＥＵの基準として決められてい

る。ＯＩＥは４年に１回その基準も考慮して改正しています。 

○安田 ですから、私が申し上げたのは、過去の発生頭数でリスクを評価するのはおかし

いと言っているんです。 

○小澤 過去の発生頭数で決めるというのがおかしいということは、プレバレンスでやる



 33

んじゃないということですか、それともただのリスク分析をやる方が正しいとお考えです

か。ＯＩＥの今の基準は総合的なリスク分析になっているわけです。 

○安田 だから、未来に対してどれだけ発生するかということはわかってない。ごく限ら

れたこれまでの発生した感染牛によってのみの数値でこういう統計学的な処理を暫定的に

しているに過ぎないわけですよ。つまりこのＢＳＥがどうして発生したかというその因果

関係もわかってない。そして、危険部位でさえ先ほど言った抹消神経節が筋肉の中にもあ

るというようなこともごく微量と言いながら、これからもっと検査をすれば出てくるかも

しれない。そういう要素を含んでいる以上は検査の精度という、スクリーニングすらここ

から排除して、単にサーベイランスで終えようとしている。さっき皆さんがおっしゃった

ように、ＷＨＯの「感染牛を食物連鎖に入れない」というのであれば、スクリーニング 

をしなきゃいけないのに、スクリーニングという日本の全頭検査をないがしろにして、そ

れをすごい低い数値に落とし込んでいくような、こういうＯＩＥのやり方というのは、す

ごいおかしいと思いますよ。 

○小澤 サーベイランスイコール全頭検査というのは間違いです。それははっきり申し上

げておきます。 

○姫田消費者情報官 御議論はかなり一部のところに固まっております。今日は四つのポ

イントで、皆さん方の御意見をしっかりと受けとめるということでお聞きしたいと思いま

すので、次のカテゴリーの簡素化にまいりたいと思います。 

 また、最後に時間が余裕ができましたら、その議論もしてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 二つ目のカテゴリーの簡素化について、またこれも資料２について御意見をいただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、原さん、戸谷さん、そして飯田さん、山田さん、そして山浦さんという順でお願

いいたします。 

○原 カテゴリーの変更自体については、これまで暫定清浄国になっていたいわゆる非発

生国に私どもはＢＳＥのリスクがあるのに輸入が規制されていないのはおかしいというこ

とで、改善をお願いしてまいりましたので、このカテゴリーの改善自体はよろしいかと思

うんですけれども、いかんせんこのカテゴリーに貿易条件が決められていて、この貿易要

件を満たせば輸出できると、あるいは輸入しなければならないというふうなことになるの

であれば、この要件についてはちょっと賛成できない。先ほどの無条件物品と同じような
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ことになりますので、賛成しがたいものではないかと。それはフィードバンの効果的な実

施というふうに書いてありましても、どの程度効果的になっているのかというのはきちん

と個別に評価しなければならないんじゃないかというふうに思っています。法律で決めて

禁止したからということだけでは、やはりきちんと完全実施されているかわからない。 

 それから、汚染がないよう完全にＳＲＭが除去されることというふうな文言はあるんで

すけれども、これがどの程度きちんと除去されているのかということについては、国別に

どういうふうに行われているのかということを輸入国が評価する必要があるのではないか

というふうに思いますので、一律このような要件で輸入を許可するようなカテゴリーのま

とめ方については賛成できないというふうに考えます。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございました。 

 それでは、戸谷さんでしたね。お願い致します。 

○戸谷 今度の三つの案に分けるというのは、リスク評価とサーベイランスで評価すると

いうことなんですが、これってほとんど自己申告なんでしょうか。第三者機関がちゃんと

客観的に評価をしているかというのがすごく心配で、例えばこれの自己申告から評価する

のであれば、例えば既存のＥＵ評価でも構わないので、ＧＢＲとか、そういうのもきちん

と考慮して、それで判断をするように第三国の評価を入れるようにまず主張していただき

たいのが一点です。 

 あとはこの三つのほかにも、一番ＢＳＥを伝播させるものは、小澤先生が以前書かれて

いましたけれども、ごまかしとか人の隠ぺいが一番大きなＢＳＥを伝播させる問題であっ

て、これを科学の場であれば、例えば犯罪心理学的にとか、そういった科学的な評価・分

析をしていただいて、この三つの評価以外に例えば意図的なリスク隠しやＢＳＥ対策の不

備のある国などというようなカテゴリー、三番目に含めてしまっても構わないんですが、

そういうのをきちんと確認して伝えて、世界的にちゃんとそういった問題があるというこ

とをＯＩＥからも指摘していただくようなシステムにしていただきたいと思います。 

 特にアメリカなんかはサーベイランスを自己申告でいろいろと20万頭やっていたといい

ますけれども、２頭目以降はすごい感度の高いウエスタンプロット法を使わないで確定検

査をしているという話をアメリカのコンシューマーズユニオンという消費者団体が農務大

臣に指摘されていますので、そういった点も考慮していただきたい。世界標準の検査をち

ゃんと確定していただきたいと思います。 

○姫田消費者情報官 飯田さん、お願いいたします。 
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○飯田 現行から改正案に至るこの考え方の推移がよくわかりません。ですから、私は現

行でいいとは思いませんが、改正案でいいとも思いません。この発生、未発生で区分する

この現行の考え方から、改正案の不明なリスクという、こういう概念を取り入れること自

身は前進だというふうに思うんですが、かといってこの改正案でカバーできるかというと

そうではないというふうに思います。 

 ６ページのところの侵入リスクの評価のこのＴＳＥ存在の有無の存在する場合という追

加提案がありますが、これはどうやって評価するのかというのがよくわかりません。 

 それから、先ほど質問で答えていただきましたが、この侵入リスク評価でそのリスクが

あるといった場合には、暴露評価にもつながるんですが、そうでない場合は暴露評価する

かどうかわからないという、こういう不透明さを残しているというのは非常におかしいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 では、山田さん、そして山浦さん、その後市川さん、そして安田さ

んという順でお願いいたします。 

○山田 ＢＳＥの問題は確かに不明な点があると思います。わからんから反対とか、そん

なことは従えんとかということを盛んにおっしゃるが、国際的なルールが決まればそれは

日本も従うべきであって、ただ決まる前に大いに議論をするということは必要なんであり

ますが、ＯＩＥの総会で決まったことは尊重しなきゃならんと。それが日本だけ特異な意

見で、違うんだと、全頭検査をやるんだとおっしゃるが、全頭検査こそ科学的な根拠がな

いということがはっきりしておるのに、なぜそこにそんなにこだわっておっしゃるのか、

よくわからんわけでありますが、とにかくＢＳＥに感染しても２年から８年は潜伏してお

って、これは検査しても出ないと。平均５年はわからないというのが実際なんです。とこ

ろがと畜して食肉にするのが２年半から３年でほとんどと畜で食肉にするわけであります

ので、それを全頭検査をやってなぜ安全が確保できるんですか、そう思うことの方がナン

センスであって、安心効果はあるかもしれませんが、ＢＳＥの安全対策なんてことで今後

やることは、これはまことに正確ではないというよりも間違っているということの方が私

は実際のところ正しいと思っております。 

 そういうこと等で、ＯＩＥの総会においても日本のそういう主張もやっていただいて、

いろいろな議論をやって、決まったことは日本もやはり従うと、それがわからんから反対

なんだ。従えないんだということはエゴであって、そんなことは国際ルール上通用するも
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のではないということをそれは理解をしていただきたい。もう少し国際的な視野で考えて

いただいて、ちょっと認識を変えていただかないと、余りにも反対、反対と言って、消費

団体のご心配はわかりますが、日本の国の国益上の問題もある。通商の問題もありますの

で、その辺を踏まえて考えていただかないと、一概にわからんから反対だ、従えないんだ。

日本は違うんだ。そんな特異なことを言っておると、困るのは国であります。国益を損な

うということになります。 

○姫田消費者情報官 きょうはＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正に関する意見交換会で、

今カテゴリーの話をしておりますので、よろしくお願いします。 

○山田 脱線しましたけれども、そういうことでもっと認識を変えてもらわんと困るとい

うことを申し上げたいんです。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 では、市川さん、お願いいたします。 

○市川 これはサーベイランスを行っていない国でＢＳＥが未発生であるからリスク国に

ならないとかというような問題も踏まえてますので、この簡素化には私は賛成でございま

す。そして、ＢＳＥの発生を問題にするのではなく、いかにきちんとした対策が講じられ

ているかをそういう技術的な現実の情報を開示していくことが重要なポイントになると私

は考えております。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございました。 

 山浦さん、すみません、失礼いたしました。 

○山浦 では、姫田さんが最初におっしゃっていただいた討議ルールに基づいてカテゴリ

ーの問題で意見を述べたいと思います。現行の五つのカテゴリーを三つにするという、今

回の提案ですけれども、私は反対です。 

 どういう理由かというと、いろいろ改正するに当たって現行の区分ではわかりにくいと

か、実施しにくいとか、いろいろな意見が言われたようですけれども、これによって実際

に発生している国と発生していない国といったものの区別がわからなくなるということが

あると思うんですね。具体的に日本の場合、アメリカはかなり念頭に置くでしょうから、

アメリカにおけるＢＳＥ発生の事実がこの三つの区分で真ん中のグループに入ってしまう

とうやむやになってしまう、そういう問題があります。発生ということについて、検査を

してないのでわからないという国もあるかと思うんですけれども、それを理由として簡素
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化するのではなくて、むしろ検査の体制を世界的に厳しくしてちゃんとチェックをする体

制をつくることこそが重要なのであって、簡素化することがここでは重要ではないと思い

ます。 

 それから、ＢＳＥリスクのステータスの決定基準ということで四つの項目が挙げられて

おりますけれども、８日の専門家会合でもたしか意見が出たと思うんですけれども、ＢＳ

Ｅ症状牛というふうな規定だけでは、日本におけるＢＳＥの確認ということが症状牛では

ないものから出ておるわけですから、これについてはもっとより厳密にしなければいけな

いんじゃないかというふうに思います。ですから、こういうことも含めまして、この三つ

にするという簡素化の考え方では現状をむしろあいまいにしてしまう。特にアメリカの状

況というのはわかりにくくなるんじゃないかという感じがいたしますので、よろしくお願

いいたします。 

○姫田消費者情報官 それでは、安田さん。 

 それで、事務局の方から安田さんが終わった後、この後カテゴリーが決まった場合に具

体的にどういうふうに評価して、だれが評価するのかということと、誤解があるといけま

せんので、ＯＩＥルールが決まった後に、いわゆるそれぞれの国の輸入の考え方はどうな

るのかということを少し事務局の方から説明したいと思いますので、安田さん、お願いい

たします。 

○安田 今、山浦さんが言われたこととほとんど重なるんですが、狂牛病の場合にはフィ

ードバンをした後に生まれた牛の感染が見つかっているというようなことがあります。そ

うしますと、これは発生の機序というのがまだほとんどわかってないものなんだという認

識を踏まえた上で対応しなきゃいけない。そのときに、このカテゴリー別というこのジャ

ンルでやっても本当に無症状の感染牛、腸の周りからカンヌキの部分までたまる間のその

移動の状況すらわかってない、そういう状況の中で、無症状感染牛というのをどうそれを

評価していくか、そういうことがわからないで、こういうふうに大ざっぱな分け方をして

いくということについては、反対したいと思います。 

 サーベイランスのこともちょっとだけ触れさせていただきたいんですが、みんな30か月

齢以上ということになっていますが、これは歯で見分けるということを前提にしていて、

要するにトレーサビリティのできない国への配慮というふうにしか思えないわけで、私た

ちが食べるのは30か月齢より若い牛を食べるわけだから、そこの部分の評価というのがす

り抜けるという非常に強い危惧を覚えます。 
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○姫田消費者情報官 それでは、少し事務局の方から、まず評価で、もしカテゴリーの区

分がこういうことになった場合だれがやるのかということ、そしてＯＩＥルールをどう輸

入の基準に適用するかということを説明してください。 

○釘田衛生管理課長 ＯＩＥでは、新しいカテゴリーが今回提案されていますので、これ

がもし合意されますと、ほかの一部の病気については例えば清浄国の認定というのをＯＩ

Ｅが行っているものもありますが、ＢＳＥについてそういった認定作業が行われるかどう

か、今のところ明らかではありません。先ほどちょっと御紹介しましたが、現行のカテゴ

リーで暫定清浄国の認定というのはやった実績がございますが、これは今回カテゴリーが

変われば１回御破算になるんだろうと思います。 

 いずれにしましても、このＯＩＥのコードというのは冒頭も申し上げておりますけれど

も、ＷＴＯ協定の中のＳＰＳ協定、これの国際基準という位置づけでございますので、各

国がこれに基づいた貿易を行うことというのが一応奨励されているという性格ではござい

ますけれども、実際の貿易問題というのはそれぞれの国が国の主権でもって輸出国と輸入

国の間で協議して決まってくるものです。したがいまして、ＯＩＥのカテゴリー、あるい

は貿易の際に求める条件というのがこういった形で合意されたとしても、それが直ちに各

国を拘束するものではありません。各国は自分の国内の安全、どういったレベルで安全確

保措置を国内でとっているかといったようなこと、あるいは輸出国のリスク評価を行った

上で、その相手国に求めるべき条件というのを要求できるわけです。そういう権利は認め

られているわけでございます。 

 また、三つのカテゴリーにすることがいかにもあいまいにするという印象を与えている

かもしれませんが、これは従来例えば五つに分けても、その五つのカテゴリーにきちんと

分類ができたかという反省から来ているわけです。従来のように、検査をしなければラン

クが上がるといったような矛盾もあったわけでございまして、今回大くくりにしているた

めに、恐らくは例えば真ん中のカテゴリーに非常にたくさんの国が入ってくるというのは

想像できるんですけれども、そういった現に発生が１頭しか見つかっていない国と10頭見

つかった国でどれだけリスクの違いがあるかということを厳密に判別するのは非常に難し

いわけですね。ですから、そこはカテゴリーとしては同じカテゴリーの中に入れるけれど

も、それぞれ貿易をする際には、それぞれの国が相手国のリスク評価を行った上で、きち

んとしたリスク軽減措置を求めるということをやるというのがこの考え方ですので、簡素

化というのがその貿易条件自身も簡素化ということでは必ずしもないんじゃないかと思っ



 39

ています。 

○姫田消費者情報官 それでは、小澤さんからちょっとお話があるということですので。 

○小澤 今までの御意見を伺って感じたことで、私も一人の消費者として申し上げたいこ

とは、ぜひＯＩＥでもっと建設的に議論していただきたい。反対もいいですけれども、将

来を見通してぜひこうやってもらいたいという御意見が出てもいいんじゃないかという気

がします。 

 その一つとして、ＢＳＥの症状牛というのは何を指すのか。狂犬病のように神経症状が

あればＢＳＥなのか、あるいは全く違う定義でやるのか、それがはっきりしてない。です

から、国際的なＢＳＥの診断手順をつくってもらいたい。これが一つ。 

 それから、先ほど神経問題についてお話しされました。品川先生もおっしゃったことで

すが、これはまだ世界的にやるべきことがたくさん残っている。一国だけでやっても時間

がかかるんです。ですから、できるだけ早くこの問題を解決していくために、世界の５か

国ないし６か国で手分けをして神経問題についてもっと詳しく研究してもらいたいと願っ

ております。 

 それから、世界的にみていまだにＢＳＥの確定診断法がはっきり定義されてないんです。

この問題もぜひ近い将来検討していただいて、発症した場合の診断方法、それから無症状

のものの診断方法、こういうものをきちっとだれが見てもわかるような診断手順を決めて

いただきたい。この三つをぜひ今度の５月に総会にかけていただきたいと思います。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございました。 

 今まで出た意見でカテゴリーの改正について、簡素化については、それぞれの賛成、反

対の意見が出ております。賛成の中にも、カテゴリーの改正そのものについては賛成だけ

れども、要件について輸入要件を課してくるのはおかしい、その部分については賛成でき

ないという御意見があったんですが、それはむしろ釘田の説明である程度御理解いただけ

るかと思っております。 

 そして、そういうようなことで次の皆さん方の御意見を受け入れてまた進めてまいりた

いと思いますが。 

 どうぞ、お願いします。 

○山浦 先ほどの釘田さんのご説明で若干ちょっと反論したいのは、三つに分けてあいま

いになってしまうということについての御説明がありましたし、それから輸入国が独自の
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基準でもっていろいろ対策がとれるじゃないかという、そういうことをおっしゃられたわ

けですけれども、現実にはＷＴＯの体制下においてはＳＰＳ協定で最終的には国際紛争に

なれば、ＯＩＥ基準が強制力を持ってしまうわけですよね。科学的な証明をしなければな

らないという、その挙証責任は輸入国にあるわけですから、その点についてもっときめ細

かなルールをこの中でつくるなりして、実際に輸入国の立場というものを尊重するような

ルールをぜひＯＩＥの中で議論していただいて、ＳＰＳ協定の例外規定とする規定を設け

ていただきたいということが私の反論です。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 では、三つ目のＳＲＭの変更にまいりたいと思います。 

 ＳＲＭの変更については、今回それほど大きな変更ではなかったかと思います。むしろ

カテゴリーの簡素化に伴った変更と昨年度我が国から出した回腸遠位部の問題ではないか

と思いますが、それについて御意見いただけますでしょうか。 

 原さん、山田さん、戸谷さんの順でお願いいたします。 

○原 この物品特異的なリスク低減措置を実施すれば無視できるＢＳＥリスク国について、

30か月以上というふうになるという提案ですので、現在の中リスク国、高リスク国は12か

月以上というところを30か月以上と大幅に緩和されるわけなんですけれども、感染牛のプ

リオンの動態に関しての知見がまだ十分に得られていなくて、研究段階ですので、こうい

った緩和については慎重にしていただきたいというふうに思いますので、十分な知見をた

めていただく必要があるんですけれども、12か月以上という一番低いところに合わせるべ

きではないかというふうに考えます。 

 それから、回腸遠位部にすることに関しては、前回腸全体ということに関しても、回腸

遠位部に限るということに関しても、実験データがあっておっしゃっていることではない

ということでしたので、今現在ではデータがきちんとないのかもしれませんけれども、き

ちんと研究をしていただいて、安心して食べられるようにしていただきたいというふうに

思います。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございました。 

 では、戸谷さん、山田さんの順です。 

○戸谷 先日、ＯＩＥの専門家会議を傍聴させていただいたときに、甲斐先生もおっしゃ

っていたんですが、ＳＲＭ除去を甘くするとそれが飼料になって、世界中に輸出されて、

そこからまたＢＳＥが拡大するおそれがある。特に１ミリグラムでも牛は感染するような
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レベルですから、まず改正案を甘くすることは絶対に避けていただきたい。それは主張し

ていただきたいと思います。 

 あともう一つ腸は６か月から蓄積が確認できるわけですが、小腸のパイエル板だとか、

大腸にもちょっとあるみたいですが、そういったところは今現在の検査レベルと過去の検

査レベルは違うわけですけれども、どんな検査感度で調べているのかというのは、これは

ちょっと質問です。 

 最後に、月齢でこうやって区切っていますけれども、現にイギリスには20か月の発症し

た牛が現実的にはいるわけで、危ない飼料をたくさん食べさせたりしたら、何か月であろ

うと発症したり、蓄積が高くなる可能性があるのですから、そのことを前提に今の現行よ

りもさらに緩くするようなＳＲＭ除去の見直しはまず絶対に反対していただきたいと思い

ます。 

○姫田消費者情報官 山田さん、お願いします。ＳＲＭの変更についてお願いしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○山田 ＢＳＥのことはさっきも言いましたが、確かに不明な点がまだたくさんあります。

ですから、ＳＲＭを除去すれば安全なんだということは明確ですので、それを徹底するこ

とがＢＳＥの安全対策の決め手になるということなんです。例えばＯＩＥの総会だって、

各国の専門家が来て議論をするんです。そんなにいいかげんな議論をしておるとは思えま

せん。我が国だって、小澤先生がＯＩＥの顧問でいらっしゃるんですが、専門家が寄って

いろいろな議論をされる。不明な点はこれからも解明していくというような手順を踏んで

いく問題だと思います。それがわからんから反対なんだということは、私は違うと思いま

す。もう少しＯＩＥの総会の議論もしなきゃなりませんが、もうちょっと信頼をして、

我々は謙虚に耳を傾けていかなきゃいかんのじゃないかな、そう思います。 

 それから、一点、先ほど安田さんがおっしゃった反論をいたしますが、フィードバン徹

底後もＢＳＥの牛は出たんじゃないかとおっしゃいますが、それは恐らくえさが混ざって

いた交差汚染の問題だと思いますので、フィードバンそのものが問題があるとか、ＢＳＥ

の原因の根本が不明なんだということではないと思います。 

 この間、プルシナー教授は自然発生もあるとおっしゃいましたけれども、私は違うと思

います。根本原因は肉骨粉にあるということだと思いますので、これを完全にやめればＢ

ＳＥの問題はなくなるというふうに確信をいたしております。 

 そういうことで、もうちょっと我々はＯＩＥの議論を見守りながら、もうちょっと信頼
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をしていくべきではないかなというふうに強く思うわけであります。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 少しＳＲＭの議論をしたいと思っておりますし、まだサーベイラン

ス基準の明確化もあります。そして、全体をもう一度御議論、あるいは会場からの意見も

お聞きしたいと思いますので、簡単にお願いしたいと思います。 

○安田 日本でフィードバンした後に発生した牛が２頭いますよね。それについては、交

差汚染とか、農家がこっそり使ってしまったんじゃないかとかということをおっしゃる方

が山田さんを含めていらっしゃるんですけれども、これに対して畜産農家は非常に腹立た

しく思っていると聞きました。１頭でも見つかれば自分のところは廃業しなきゃいけない

ほどのリスクがあります。日本ではそんないいかげんな扱いはしてないと言ってますよ。

ですから、その辺のところは畜産業者の人たちは本当に真剣にやっているんですから。 

○姫田消費者情報官 すみません、安田さん、きょうの議論はそういうところにございま

せん。またそれは別の場所で議論していただければいいかと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 それで、戸谷さんから、小腸なりパイエル板のところでの検査ができるのかというよう

なお話ではなかったかと思うんですけれども、品川先生、お願いできますでしょうか。 

○品川 パイエル板の話は、これは免疫組織科学的に検査を行うという方法と、あとはバ

イオアセイ、動物に接種をして調べるという方法が行われております。日本では、同じ部

分をさらにウエスタンプロット法で調べるということも行っております。ただ、脳を対象

にして検査するより、若干面倒があるということです。 

○姫田消費者情報官 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、ＳＲＭの変更についてはこのぐらいにさせていただいて、サーベイランス基

準の明確化に入りたいと思います。 

 また、これもお手元の資料にありますが、サーベイランス基準はまだ十分にＯＩＥから

出てないところもございますが、それについて御意見いただきたいと思います。 

 先ほど山浦さんからの御質問に釘田が答えたような内容のものも十分勘案していただい

て、御意見いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 戸谷さん、飯田さん、山浦さん、原さんとお願いいたします。そして、瀬川さん、中村

さんの順番でお願いします。 

○戸谷 サーベイランスの基準の明確化についてですよね。 
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 このサーベイランスなんですけれども、自己申告が今本当にメーンになっていまして、

牛の母胎からの対象牛の選出の方法も自己申告でやっているわけですから、まず本当に第

三国によって客観的にオーケーかどうかを確認しなければ、私どもは信用できませんので、

それをまず客観的な第三国の評価をちゃんとしていただくように主張していただきたいと

いうのが一点と。 

 あとサンプル数は今回もすごく少な過ぎて、先日のＯＩＥ専門家会議で吉川先生が言わ

れていましたけれども、例えば発症牛らしき牛を調べたら、米国は二、三千頭調べればＯ

Ｋになってしまうようなポイント数だというふうに伺いましたので、これではとても信用

できるような状態ではありませんので、もっと調査件数を増やしていただきたいというこ

とです。 

 あとカテゴリーの２と３については、特に輸入国の希望によって例えば脳幹を検査機関

に輸出してもらって検査できるようなシステムを提案されたらいいんじゃないかと思うん

ですね。それをきっちり明記していただいて、どうしてかというのは、ＢＳＥに限らずこ

ういった疾病の各国間の貿易に関しては、科学的な検査が基本であって、そのレベルは国

によっても差がありますし、新しい検査方法をどんどん構築しているわけですから、そう

いったときにきちんと本当に相手の言っていることが正しいかというのを確認する必要が

あると思うんですよ。ですから、きちんと輸入国の希望により、例えば１割でも３割でも

５割でもいいんですけれども、輸入した肉のうちの脳幹もあわせて検査機関に送ってもら

って検査ができ、それをＯＫとするような提案をＯＩＥにも明記していただきたいという

ふうに思っています。 

○姫田消費者情報官 飯田さん、お願いいたします。 

○飯田 この問題については、資料にある考え方でおおむね賛成をいたします。ですが、

Ｂ型サーベイランスのことが総会において提案されたとしても、私はその場で決めるべき

ではないというふうに思います。もっと検討を深めるべきだというふうに基本的に思いま

すので、そういう主張をしていただければというふうに思うのと。 

 もともと先ほど伺ったように、Ａ型サーベイランスの考え方にしても、月齢がわかるこ

とが前提になったという、この仕組みは現実的ではないというふうに、いわゆるＯＩＥコ

ードとしては現実的ではないのではないかというふうに思いますので、もっとこれは議論

をする必要があるというふうに思います。 

○姫田消費者情報官 山浦さん。 
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○山浦 サーベイランスについて、最初に質問いたしましたけれども、実際の日本の実情

からすれば、こういったＯＩＥ基準におけるサーベイランスは余り意味がないんではない

かというふうに思うんですね。今回もこのサーベイランス基準の見直しについては、日本

の今の現状をぜひアピールしていただきたいというふうに思います。日本におけるスクリ

ーニングのこういった検査方法がいかに弱齢牛のＢＳＥプリオンの検出に効果があったか、

そしてこれによってさまざまな研究の素材が非常に得られたというふうなことをぜひアピ

ールしていただきたいと思います。 

 それから、11ページの資料の中における四つの牛群のうち、少なくとも三つの牛群から

サンプリングというふうなことを言われております。統計学的な何か根拠があった議論だ

とは思いますけれども、これにつきましても30か月齢というのが私は問題だと思っており

ます。すべてやるようでなければサーベイランスとしても不十分ではないかというふうに

私は思うんですけれども、その点何か科学的な根拠があるのであれば、それについての議

論をぜひしていただいて、日本の実態をぜひアピールしていただくような、そういう総会

にしていただきたいと思います。 

 それから、もしこのサーベイランス基準がＯＩＥコードとして決まっていくということ

であっても、日本における今の検査体制といったものは、ぜひ世界的にも容認されるよう

な、そういうふうなルールとしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 原さん、そして瀬川さん、中村さんという順でお願いいたします。 

○原 先ほどの最初の御説明のところでも、症状牛が日本で１頭も確認されていないとい

うことだったんですけれども、本当に症状牛に相当するような牛というのはふだん死亡牛

の検査に当てはまっているかとか、陽性牛でこれまで発見されなかったというのは、陽性

牛になったことはないというのはわかるんですけれども、存在しないんですか。存在しな

いとすれば、たくさん発生していない国にとっては非常に酷な基準になってくるんじゃな

いかなと。それから、あるいはこのＯＩＥの症状牛としての３の８の４の２条のところに

書いてある症状どれかに該当というようなことだと、恣意的にこれがそうだというふうな

形で決めつけて診断してしまえば、症状牛に該当することもあるのかなと私は獣医学はわ

からないので、その辺の診断のありようというのはわからないんですけれども、そういっ

た恣意的な運用がされる可能性がないとは言い切れないので、死亡牛と臨床牛というか、

症状牛との間の係数が余りにも大きく違うということに関しては、運用をゆがめる可能性
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もあるので、もうちょっと適切な普通に清浄国に近い程度のＢＳＥリスクの低い国でもき

ちんと運用ができるような実施可能な値にする必要があるのではないかというふうに考え

ます。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございます。 

 瀬川さん、お願いいたします。 

○瀬川 この件だけにお話ししますと、いわゆる統計的なものから出ているのがサンプリ

ングの先生方の部分が大きいと思います。ですから、意見としてはこれがいいか、悪いか

ではなくて、もう少し細かく日本の国としてそういう先生方のご意見を聞いて、意見をま

とめていったらよろしいんじゃないかと思います。 

 それから、ちょっと先ほどからいろいろ意見の食い違い、強い意見、弱い意見出ていま

すけれども、その前にちょっとさかのぼるんですけれども、リスクという言葉、低リスク、

高リスク、またはゼロリスクなのか何だか、ちょっと基本的にはよくわからない部分がた

くさん含まれていますので、リスクの検討というのがＯＩＥでなされるような、これはみ

んな聞く方は違うと思います。国によっても聞く人によってもリスクの考え方、低リスク

というのはゼロリスクではないから、これはゼロリスクの人から考えれば排除したいとい

うのは考えるし、リスクのことについてもう少しＯＩＥで検討していただければと思って

おります。 

 意見としては以上です。 

○姫田消費者情報官 中村さん、お願いいたします。 

○中村 まず最初に、質問なんですけれども、12ページのサーベイランスの基準の表があ

りますが、100万頭に１頭の割合のポイント数、それから横に10万頭に１頭の場合という

ふうにありますが、この二つの数字の意味というのがどういうことか、ちょっとよく理解

できなかったんですが、これを参考にしながら今後ポイント数を決めるという、そういう

理解でいいんですか。先ほど前段で300万ポイントですか、日本に当てはめたら10年以上

かかるポイント数だという話もあったので、この数字のポイント数の決め方というか、そ

こはどういうふうにこれから決めていくのかという、やや質問に近いのが一点と。 

 それから、Ｂ型サーベイランスの場合はこれから中身を決めるということで入っていな

いんですが、これもやはりこういうポイント数を設置すべきじゃないかというのと、それ

から特に症状牛を対象に実施と書いていますが、Ｂ型でもやはり４分類のうち少なくとも

３分類とか、そういったサーベイランスが必要ではないかというふうに思います。 
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 それから、ついでにちょっとさかのぼってＳＲＭなんですが、カテゴリーの変更とあわ

せて、場合によっては30か月が12か月に緩和されることもあるということなので、やはり

ＳＲＭの除去というのは非常に重要なことなので、余り緩和すべきじゃないというふうに

思います。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございます。 

 先ほどの原さんから、いわゆる症状牛が出てないのかということと、それと先ほども説

明しましたけれども、サーベイランスのところはわかりにくいので、もう一度釘田さんの

方から詳しく説明していただけますか。 

○釘田衛生管理課長 日本でＢＳＥの発生というのはこれまで17例ありますけれども、こ

れまでの例では生前において、獣医師の診断等でこれはＢＳＥ、サスペクトと言いますが、

ＢＳＥ様症状牛、疑似患畜であるというふうに診断された例はございません。 

 これは一つには、そういうふうに診断してしまいますと、いろいろ法的な義務がかかっ

てくるということもありますし、もう一方ではそういう生前である意味では若干あいまい

さを残して診断をしたとしても、我が国ではすべてＢＳＥ検査を全頭検査をやっているわ

けですから、余り意味がないわけですね。いずれにしても、ＢＳＥ検査で確定診断までい

きますので、その検査結果として我が国ではＢＳＥであったかどうかということを診断し

ているという実態がございますので、生前において獣医師がそういった診断をするケース

は今までなかったということだと思います。 

 また、実際にもそういうまさにかつてテレビで放映されたような典型的なＢＳＥ症状を

示した牛というのは、今までほとんどいなかったというふうに聞いています。ただ、ごく

最近北海道で17例目なんですが、これはいわゆる神経症状を示しておりまして、この中枢

神経症状というのとＢＳＥ様症状というのは、実は厳密な判別というのはなかなか難しい

面があろうかと思います。そういった意味では、これまでも中枢神経症状を示した牛とい

うのはあったはずですし、現に報告もあります。 

 ですから、この基準に該当するかどうかはまだこれからの問題です。そういう細かなこ

ことは今のところは判断できません。 

 それから、サーベイランスの基準、この表の適用につきましては、一定の目標ポイント

と目標ポイント数が100万頭に１頭の場合、10万頭に１頭の場合というのが恐らくこれは

例示という形で示されているわけですが、これをどのレベルで求めるかというのは、これ

もそれぞれの国が判断するという考え方に立っておりますので、場合によってはこの中間
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的なレベルというのもあるんでしょうし、そこについてＯＩＥがこれでやりなさいという

ふうに決めつけているわけではないというふうに理解しています。 

○中村 これを参考に、ＯＩＥが一定の目標数字を示すわけじゃないんですか。 

○釘田衛生管理課長 100万頭に１頭のレベルでの検出を目指すのであれば、この数字を

やりなさいと、そういう意味でガイダンスとして示されているということです。 

○中村 そうすると、目標ポイント数はそれぞれの国が検討して決めろと、そういうこと

ですか。 

○釘田衛生管理課長 実際の貿易ルールをつくるときは、貿易条件を定めるときは、いず

れにしても輸出国と輸入国との間の話し合いになりますので、輸入国が輸出国に対して求

める水準というのは、それぞれの国が定めることになると思います。 

○姫田消費者情報官 安田さん、和田さん、戸谷さん、そして山田さん、鈴木さん、羽根

田さんという順にお願いします。 

 それから皆さん、大分時間が過ぎておりますので、短くお願いしたいのと、この後会場

の皆さんにも何人か御意見を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。大分

時間が過ぎておりますので、よろしくお願いいたします。 

○安田 11ページのサーベイランス基準の概要のところですけれども、これをその国のリ

スク評価のために必須のサーベイランス基準なわけですよね。そうしますと、ここで１、

２、３というＢＳＥ様症状牛、歩行困難牛、死亡牛というのは、非常にＢＳＥの疑いの濃

い牛ということで、それを30か月齢を超えるものに限ってのサーベイランスというのはお

かしいと思うんですね。非常に疑いが高い、こういう牛についてはすべてサーベイランス

対象にするのが道理ではないかと思います。 

 そして、四番目の通常と殺牛というものについても、これは検査対象にするのは筋が通

ると思うんですけれども、なぜ36か月を超えるという限定をするのか、その科学的な根拠、

それをちょっとご説明いただきたいと思います。 

○姫田消費者情報官 次に、和田さんでしたね。お願いします。 

○和田 先ほどからお話が出ておりますけれども、実際に貿易をするときには各国の輸出

国と輸入国の交渉だということですが、国際基準となるＯＩＥの基準というものが基本に

なって、科学的に正当な理由があることを立証した場合には、それに上乗せすることがで

きるということが何度も説明されております。 

 それで、日本の場合には全頭検査によって今までは24か月以下というのは感染しても発
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症しないと言われていたのがそれよりも若い牛が見つかっているという事実があって、こ

れがまさに科学的に正当な理由として認められるようなものでなければいけないと思うん

ですね。ただ、百何か国が集まっている中で日本、特に輸入国の一国だけがそういうこと

を主張しても、なかなか通らないのかもしれませんけれども、こういう事実、日本の検査

結果、日本の研究結果というのをぜひ主張していただいて、同じような考え方の国という

ものが力を合わせてもって発言していくということをぜひ進めていただきたいということ

を申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございました。 

 戸谷さん。 

○戸谷 先ほど安田さんがおっしゃられたんですけれども、私もサーベイランス基準の概

要について対象範囲は１、２、３、４それぞれ全部一つ一つに分けてしまって、それでポ

イント制にすればいいかげんなことはなされないと思うので、まず総合的なポイントでは

なくて、四つに分けてポイントを足していただくようなシステムを提案していただきたい

というのが一点です。 

 あとついでですが、先ほどリスクの話が出ましたので、一言申し上げたいんですが、リ

スクという言葉については今までの議論の中には公衆衛生的なリスクが一言も入っていな

かったんですね。イギリスでは今１人の潜伏期の患者さんが出て、それが献血して血液製

剤になっちゃった場合に、使った6,000人の方が病院に行くときに申告して、病院が特別

な器具の消毒をしなければならないような、そんな大変なことになってしまっています。

日本でもまだ人の胎盤製剤のプラセンタは使いたい放題だし、それが献血規制もまだ行わ

れていませんし、そういった一部の学者さんがゼロリスクを強調することによって、あと

もう一つは対策でも現実的なＳＲＭの現実対策にはふたをしてしまったというのをすごく

感じていまして、ＳＲＭ除去の対策だってすごくまだ日本ではおくれている部分があって、

背根神経節もつい先年までスープに入っていて、あと意見交換会をいろいろやってきまし

たけれども、そのときに意見の告発が出ていましたけれども、流通でもまだちゃんと背根

神経節を取っていないなんていう告発がアンケートにあったんですね。ピッシングも改善

されてないし。今度ぜひそういったＯＩＥのところでリスク定義を討論される場合は、公

衆衛生だとか院内感染の対策の専門家もぜひ入れて討議をしていただきたいというふうに

私は思いますので、よろしくお願いします。 
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○姫田消費者情報官 山田さん、そして鈴木さんの順でしたよね。 

○山田 この事務局案といいますか、ＳＲＭの変更については私は基本的に賛成します。

ただ、不備があれば今後の議論でそれは補っていくということでやっていただければと思

います。 

 先ほど来、山浦さんもおっしゃっているんですが、全頭検査が本当に安全なんだという

ことじゃないんですね。全頭検査で本当に安全が確保出来れば、私も賛成するんですが、

３分の２以上がすり抜けてしまって、全く安全の決め手にならないというのが世界の常識、

国際基準になっておるので、ＯＩＥも全頭検査なんてことはどこにも言っていないわけな

んです。ただ、日本だけがいたずらにそれを強調しておるという事実を皆さんも本当によ

くわかっていただかないと、これは日本が困ることになります。ですから、全頭検査で本

当に安全が確保できれば、私も全頭検査は賛成します。ところが現状では今さっき言った

ように、ほとんどすり抜けてしまって、感染していても見つからないということがありま

す。だから全頭検査はあてにならんということをよくわかっていただきたいということで

あります。 

○姫田消費者情報官 山田さん、時間がございますので、次、鈴木さん、お願いいたしま

す。 

○鈴木  私の意見は二番目並びに四番目に関連する、サーベイランスとカテゴリーの簡

素化というところです。 

 カテゴリーの簡素化について、賛成です。理由としては、完璧な情報公開をすることが

非常に重要なポイントになっていることからです。また、サーベイランスをどうして絡め

るかといいますと、たいへん恐縮ながら、山内先生の本を拝見したところ、「感染性があ

るかどうかは、マウスの脳の中に検体を接種、１年間以上観察し、マウスが発病するかど

うか調べます。脳内に接種する方法は、口から食べさせるよりも10万倍高い高率で感染を

起こします。」という文章があります。21か月齢並びに23か月齢でＢＳＥと判定されてい

るものについて実験を行われているとお聞きしています。この実験結果をＯＩＥに提出す

るもしくは、公開するなどすることも意味のあることと思います。 

○山内 まず、脳と経口摂取の違い、10万倍というのは、これは古いデータです。多分そ

れは私の書いてある本でも前のやつだと思うんです。 

 それで、学問的に言うと大変難しいんですが、脳内と経口ではマウスの系統によっては、

これはＲ３という系統なんですが、700倍しか違わないです。ですから、マウスの系統で
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も違ってくるんです。したがって、専門的な本にはちゃんと書いてありますが、一番最初

のころの、これはＷＨＯやＯＩＥとか、いろいろなところでの、ＥＵの科学運営委員会で

利用されていた成績がイギリスのエジンバラで行われた10万倍の違いがありますというデ

ータを使っていたので、それをそのまま使っているわけです。ですから、簡単に今それに

対してどうこうと言える話ではない。もっと調べていかなければわからないであろうとい

うことです。 

○姫田消費者情報官 さらに、和田さんからもエールが品川先生の方にあったと思うんで

すけれども、もっとしっかりと打ち出していけというような話がありましたが。 

○品川 マウスに打ったデータはまだ見ている段階です。 

○姫田消費者情報官 では、あと羽根田さん、お願いいたします。 

○羽根田 サーベイランスの件なんですけれども、ちょっとＳＲＭの変更のことについて

お願いというか、皆さんの理解を得たいなと思います。ＳＲＭのことで腸の全部廃棄とい

うようなことが昨年度いろいろ議論されたようですけれども、そのときに日本では回腸遠

位部だけにいわゆる危険プリオンというのが存在しているんだと、あとは全く今まででは

科学的知見でそれが発見されていないんだということだそうですね。だから、そういう意

味においては、日本の主張の回腸遠位部だけで腸全体じゃなくてもいいんだろうというこ

とで、今回もいわゆるＯＩＥの方から見直そうということなんですけれども、それはいわ

ゆる今まででもそういうような知見が発見されてないということが事実としてあるという

ことですよね。 

 だから、そういうことと先ほどからの何かそういうようなもので発見されたらしいとい

う話もあるようですけれども、そういう意味においていわゆるＯＩＥでもこのことについ

て大分議論されたと思うんです。何かちょっと見ると、規制を緩くしたように感じられま

すが、そうではなくて、いわゆる科学的知見においてそういうものがなかったと私はそう

いうＯＩＥの皆さんの方のものを信じたいんですけれども、ぜひ皆さんそういう意味にお

いてはいろいろ今議論がありますが、こういうような難しい問題を解決するには、いろい

ろ議論があっていいんですけれども、日本の主張が正しいんだということをみてもらいた

いということは、大変これは大事なことだと思うんです。そういう意味においては、皆さ

んよくそういうように回腸遠位部だけで十分だということを御理解していただければ大変

助かると思います。 

 以上でございます。 
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○姫田消費者情報官 ありがとうございました。 

 佐多先生、お願いします。 

○佐多 サーベイランス基準について、二つだけちょっとお願いしたいのは、対象範囲を

４群に分けていますね。その１がＢＳＥ様症状牛で、ほかは２、３、４については割と客

観的に判断ができる。ただ、ＢＳＥ様症状牛というのは、こっちの記載にも書いてありま

すけれども、非常に難しいというふうに書いてあります。そこがあいまいな部分が残ると、

恐らくこのクラス分けが非常に恣意的な方に動きやすいということで、ＢＳＥ様というと

ころの文字を取った方が何らかの症状牛と言った方がもっと客観性が持たれるのではない

かということが一つ。 

 それから、もう一つは検査の方法について何も書いてないんです。何かどこかに書いて

あるのか、よくわからないんですが、そのサーベイランスの方法のところの基準が余りは

っきりしないというのと、その辺の感度によっても大分変わってきますし、方法論も変わ

るということもあるので、そこについてもはっきりした格好をとった方がいいのではない

かというふうに、その二点だけ追加です。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございます。 

 サーベイランスについて、あるいは全体について、きょう来られている先生方の中から

何かございますか。 

 品川さん、山内先生、そして小澤先生。 

○品川 サーベイランスでこの方法がもし正常に機能するならいいんですが、私はここの

ところでＯＩＥはサンプリングの方法の言ってみればランダムサンプリング、無作為的に

抽出するということをどのように保障するか。このことによって、後のステータスの判定

とかというのはすべてかかってくるわけなんですね。ただ、非常に抽象的にこの数、ポイ

ント数という形だけであらわしている。これは確かに科学的なんでしょうが、それはいい

んですが、どのようにサンプルを扱うのか、ここにすべてかかっていると思うわけです。

ここのところをＯＩＥの方で何らかの形で正しいサンプリングができるということ、この

保障をする必要があるであろうと思います。 

○姫田消費者情報官 では、山内先生、お願いします。 

○山内 全体的なことで、ＯＩＥのスタンスなんですが、ＯＩＥはもともとは家畜伝染病

予防のための組織であった。それで、2002年から食品安全の作業部会もできた。しかしな

がら、そこでやっていることは現時点ではと畜前の動物、そして農場レベルでの動物の食
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品に及ぼす影響を見るという、そういう考え方であり、現実にはＢＳＥの問題にはかかわ

っていない。ＢＳＥの問題にＢＳＥの食品に及ぼす影響はＯＩＥのこの特別部会でもその

中のメンバーを見ても、ＢＳＥプリオン病の医学面からの専門家というのは１人も入って

いないと思います。 

 それで、ＷＨＯの96年の専門家会議の報告、あそこでは発症した牛は一切フードチェー

ンに入れないという、そういったことを述べたあの委員会は大部分が医学のプリオン病の

実際に病気の専門家、もしくは医学系統の人が大部分で、獣医学の領域の人は極めて少な

かったと。ＢＳＥの専門家としては参加していますが、そうしたところで発病した牛を食

用から排除するという考えが出たわけです。 

 ＥＵの科学運営委員会も実際に感染した牛は食用から排除するのが理想的であると言っ

たわけで、これも同じ考えなんです。これは言ってみればスクリーニングという考えなん

ですね。日本でやっている全頭検査、これはスクリーニングなんです。サーベイランスと

は一言も言ってないんです。ただ、スクリーニングで出た結果をサーベイランスにも利用

はできると。ＥＵも現実に2001年の春から始めたのは、あれはスクリーニングなんです。

30か月以上の牛についてのスクリーニングをやって、ただそのスクリーニングの結果をサ

ーベイランスにも利用している。ですから、今サーベイランスという言葉の方がはやって

いるということになっているわけです。 

 ですから、獣医学的観点からサーベイランスだけやって、それで食の安全は保たれるか

というとそうではない。サーベイランスをやった上で、さらにそれに応じて対策をすると

いうのが実際の食の安全を守るものだろうと思いますし、その意味で私はＯＩＥの専門委

員会やいろいろなところにもっと医学関係の領域から、医学領域からも人が入ってちゃん

と意見を言う、そういうものになっていかなければ、結局は獣医学的な観点から集団とし

てのその家畜の安全を保つという視点がずっと続いてしまうということが問題だろうと思

います。去年は公衆衛生の専門家ということで言われたようですが、もう一度96年に行わ

れたＷＨＯの専門家会議、あれに戻って振り返ってみていただきたいと思います。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございます。 

 では、小澤先生、そして今医学領域からということでしたので、金子先生、そして吉川

先生、お願いいたします。 

○小澤 世界的にみてＢＳＥの公衆衛生問題を真剣になって扱ってくれる国際機関がＯＩ

Ｅ以外にないんです。ＷＨＯも予算があればやるけれども、もっと恐ろしい病気で忙しく
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て、ＢＳＥなどはどうでもいいという雰囲気がなきにしもあらずです。それじゃ困るとい

うことでＯＩＥが今一生懸命やっているわけですから、何もＯＩＥがやることが間違って

いるんじゃなくて、ＷＨＯももう少ししっかりやってもらいたいというのが本音です。 

 それから、先ほどお話にあったサーベイランスのときに、ＢＳＥ様の症状を示した牛は

獲得ポイントが高いですから、何でもかんでもＢＳＥ様の症状牛にされては困ります。先

ほど申し上げたように、ＢＳＥの診断用のガイドラインをつくって、それに従ってやらな

いと、ＢＳＥ様牛だけが、どんどんふえていってしまう可能性があるわけです。それを避

けるためにはＢＳＥ様牛の国際的定義が必要ですがそれがまだできてないということです。 

 それと、弱齢牛の21、23か月齢ですけれども、これはまだ答えが出てないという先ほど

のコメントがありましたけれども、できるだけ早く答えを持ってＯＩＥで議論していただ

きたい。これは国際機関で決めるべきであって、日本が世界のスタンダードを決めている

わけじゃないんですから。そこははっきり分けていただきたいと思います。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 今の件についてお願いします、品川先生。 

○品川 弱齢牛のことでありますが、これはマウスに接種した成績がまだ出ていないとい

うことだけであって、あれはＢＳＥであるという結論は既に出ております。ＯＩＥの方も

それは認めて特別異論はありません。これだけは断っておかなきゃいけない大事なことだ

と思います。 

○姫田消費者情報官 では、金子先生、お願いします。 

○金子 理念的なお話は先生方、皆さん、それから言われたとおりだと思うんですけれど

も、具体的に一つだけ根本的な問題ですけれども、ＢＳＥ検査のことだと思うんですね。

山内先生が言われたように、これをスクリーニングととるかサーベイランスととるかとい

うことになるわけで、ＯＩＥのきょうのディスカッションというのは、すべてこれはサー

ベイランスという側面だけなんですね。私が知りたいのは、今ＥＵがとっている、スクリ

ーニングという見地で対策をとって検査をしている。これが例えばＯＩＥコードがこうい

う形で改正され、既に現在改正される前からそうだと思うんですが、ＯＩＥコード、サー

ベイランスという検査に対する考え方とＥＵで実際にとっているＢＳＥ検査、スクリーニ

ングという見地、この整合性というか、この位置関係というか、これをどういうふうにと

らえるか、これがどう変わるかですね。 

 例えば、実際にこういうことがあったときに、ＥＵの諸国はスクリーニングをやめるの
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か。サーベイランスだけに限定した対策をとるのかどうか、そういうところをぜひ私は知

りたいと思いますし、どういう考え方を持っておられるか、ぜひ聞いていただきたい。こ

れがそのいわゆる全頭検査を含めた日本のＢＳＥ検査に対するスクリーニングという見地

をどう評価していくかという、私は国際的な基準というのは一番大事だと思いますので、

国際的にこれがどうなるのかということを日本のＢＳＥ管理政策、特に検査に対する考え

方に反映させていくべきだと思います。 

○姫田消費者情報官 では、食品安全委員会で座長として取りまとめに御苦労された吉川

先生、お願いします。 

○吉川 皆さん専門家の方も大体言い尽くされたと思いますし、消費者の方を初めとして

それぞれの項目について言われたことは、基本的には僕は妥当だと思うんですね。ＯＩＥ

の立場というものがあるんだろうと思うんですけれども、食品安全委員会から見てあの分

析をするときに、もしリスク評価をするとすれば、ここに書かれているステータスのため

のリスク評価というのは、牛に対してのＢＳＥの侵入リスクと牛の暴露リスクであって、

人の食品としての暴露リスクというステータスはないんですね。 

 それは輸入条件としてつけ加えるというスタンスでＯＩＥは臨まざるを得なかったとい

うふうに思うんですけれども、先ほどＷＨＯとか、あるいはコーデックスのＦＡＯが入っ

てくれば、多分リスク評価というのはその３本の柱で最終的にどういう物質がどういうリ

スクを持つかということになって、一番最初のところに帰ってきて、その条件なしのとい

う議論のところにまた帰っていくだろうという気がするので、もしＯＩＥが他に忙しく、

あるいはいろいろな諸般の事情でＢＳＥに関して、食品のリスクまで自分のところが請け

負うんだというのであれば、リスク評価に当たっても最低限その柱は考えた上で、国際的

な基準を決めていった方が僕は科学的だろうという気がします。 

 それから、もう一つサーベイランスのことに関しては、専門家委員会にも出たけれども、

これは結構矛盾に満ちていて、各国フィードバンがうまくいって、発症頭数が少なくなっ

たときは、このサーベイランスのポイント制はまた矛盾を持ってきてしまうので、何人も

言われたように、日本のデータを日本が発信するべきであって、今後のＥＵ、あるいはほ

かの国もそうかもしれないですけれども、そのリスクマネジメントがある程度効果を発揮

し出したときのサーベイランスをどうするのか、あるいはそれは先ほどの食品安全と考え

たときに、スクリーニングとどういうふうに折り合わせていくのか、あるいはＳＰＳでや

り出したときに、リスク評価とサーベイランスのデータがずれたとき、一体それはだれが
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どういうふうにやるのかといったあたりの主語が抜けている、そう解釈すると書いてあり

ますけれども、リスク評価を含めてだれがどういう立場でやって、それがどれだけのオー

ソライズを持ってくるのかというあたりがもう少し明確にしてもらえるとありがたいとい

う気がします。 

○姫田消費者情報官 どうもありがとうございました。 

 司会の進行が悪くかなり議事がおくれておりますが、最初にお約束しておりますので、

会場の皆さん方からすみませんが、お三方だけに御発言願います。 

 では、そちらの方、そして今３人手が挙がっていますので、１人、２人、そちらの黒い

方ということで、前の男性の方、その横の女性の方、そして後ろの方ということで３人お

願いいたします。 

○北林 私は農業情報研究所の所長と研究員と事務員と用務員を兼ねております北村と申

します。 

 ひとつお願いなんですけれども、この基準の改正案が持つ微妙な意味というのをちゃん

と理解するためには、改正案の全文が必要なんですが、こういう概要だけじゃなくて、農

水省に全部を発表してほしいんですけれども、それは不可能ですか。私はＵＳＴＲのホー

ムページから原文を引っ張り出して、自分で翻訳しましたけれども、だれもがこれができ

ることではありませんので、できたらお願いしたい。これはお願いです。 

 もう一つは、これは質問か意見か、ちょっとわからないんですけれども、サーベイラン

ス事業の概要に関することで、②の中で歩行困難牛というのが出ていまして、これが私は

よくわからないんですね。アメリカでへたり牛とか、私はアメリカでＢＳＥが出て、初め

てこんなのがあることを知ったんですけれども、少なくともＥＵでは多分歩行が難しい牛

というのはＢＳＥが疑われる症状を示す牛の中に含まれてしまうんじゃないかと思います。

少なくともＥＵでは、歩行困難牛という概念がないと思うんですけれども、アメリカの場

合はへたり牛というのをいっぱい検査しているということで、この場合大体搾乳用で足を

滑らせてひっくり返ってけがしちゃったとか、そんな牛が大部分なので、ＢＳＥなんかは

そんな牛を幾ら調べたって出るはずないので、私はこの歩行困難牛というのをＯＩＥの基

準の中に入れているのがどうもよくわからない。これは質問と、もし問題があるんでした

ら、この概念ははっきりさせていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○姫田消費者情報官 どうもありがとうございます。 
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 全文については、私ども事務局で最初にも申し上げたように、御必要であればお渡しい

たしますので、会場全員には、かなり厚かったものですから配布出来ませんでしたので、

後で事務局の方に申しつけください。 

 それから、ホームページには載せてあります。 

 それから、そして次の女性の方、お願いします。 

○鍋島 私は新宿区消費者団体連絡会の鍋島と申します。 

 先生方、それから消費者の代表の方のお話を聞いておりまして、この加盟国が167か国

というのが私は大変気になっておりまして、これの統一の基準をつくるとなると、やはり

最低レベルのものしかできないだろうと、お話を聞いているとどうもそうらしいのですけ

れども、それの上に検査方法だとか診断方法だとか、科学的レベルも国によって違うとこ

ろで標準化する。それから、一番最後にお話しになった吉川先生の食品の安全についての

そういう基準がないということで大変驚いておりまして、ここにお集まりの方は生産者の

方も販売の方も消費者もいるわけです。ここは獣医、畜産について純粋に獣医の予防をし

ている会議ではないです。私たちの食のことでお集まりの方が多くいらっしゃいますから、

この会議、ＯＩＥの基準となるものについても私たち人間が食べてどうなるのか、余りに

もいろいろなところで基準もない、何もないということでしたらば、お願いなのですけれ

ども、輸入する国の体制やいろいろな消費者団体の希望を重視するような基準があっても、

良い。まだこういうレベルであるから、これを標準基準にして、違反したものは規制され

るというのではなくて、まだまだ不確定なものが多いのであるから自国の基準を重視する

という項目を一つ入れて、きちっと日本の体制が守られるよう提案してほしいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○姫田消費者情報官 それでは、後ろの方、お願いいたします。 

○石橋 私は主婦で、また食品産業で主にレストラン業に従事している者でございます。 

 ＯＩＣコード、ＢＳＥにつきまして、人と牛との平常プリオンに関するＤＮＡのコドン

129番目におけるメチオニンダブルタイプといいまして、ＢＳＥに感染した時発病しやす

い体質なのですが、詳しい話は専門書を読んでいただければわかると思いますが、日本人

及びアジア人につきましては人口の90％以上がメチオニンダブルタイプであるためＢＳＥ

については白人の２倍の感染性が高いということで、こちらは数字的にも各国で確かめら

れているデータでございます。これにつきましては主にヨーロッパや北米中心で集められ

た今までの白人種中心の人に関するＢＳＥの危険性のデータによりますＯＳＥコードの数
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字に合わせて、私どもの国もスタンダードということで人種にかかわらず一律としてこの

基準を用いていいかどうかにつきましては、国によって人種構成も非常に考慮された方が

安全のためにいいのではないかと思います。ＯＩＥの国際的なスタンダードとはまた別に、

輸入国の主権におけるスクリーニング結果もしくは体質においての結果において各々の輸

入国の事情における輸入規制は考慮されてしかるべきではないかと思います。 

 それから、無条件に今度ＯＩＥにおいて規制緩和をしたらいいのではないかと提案され

ている骨から外した肉と血液について申し上げます。 

 骨から外した牛肉といいましても、感染した牛の肉である場合には特定危険部位や消化

管ほどプリオンの高濃度な蓄積が観測されなくても、量的に一回にステーキや焼肉などで

提供するレストランでの１人前の肉は140グラムから200グラムになります。それを考えま

すと、脳などの危険部位が１グラム入ったか、入らないかということではなくて、一回に

食べる量が分量的に200倍になるかもしれないということを考えますと、プリオンの分量

が脳などに比べ200分の１の残留率であっても心配ではないかということが出てきます。

牛では特定危険部位１ｇ以下の分量でも発病します。それについて、学者先生の意見によ

って、残留濃度についていろいろ御意見がありますと存じますが、ネズミの実験について、

かつて長崎大学の1996年宮本勉教授の実験結果から引用したものでありますと、牛の脳を

すりつぶした乳剤を希釈しながら1,000倍、100倍などといろいろ薄めた倍数で注射し感染

発病させ、危険性を計る実験において。 

○姫田消費者情報官 すみません、手短にお願いします。 

○石橋 失礼いたしました。 

 薄めた結果、かなり少量でも何回も打てば確実に感染発病し、また少量であっても蓄積

が薄くなった分、発病が遅くなるだけで感染することには変わりないという結果が出てお

りますので、大変心配でございます。 

 それと、もう一つ血液につきましては、厚生労働省の方で人間の血液における感染国か

らの輸入について心配されておりますのに、なぜ農水省では牛の血液の輸入について問題

が提起されておらず、このたびＯＩＥコードにおいて基準が甘くなったのかについては、

私は人間と牛との生物としての基本的な体質がそれほど違わないと思いますし、近頃プリ

オンの蓄積が確認されておりますリンパ系や末梢神経からなどの影響も考えますとプリオ

ンは、それ等の器官を伝って血液にのって全身に広がることを思えば人間も牛も血液は安

全とは言えないと存じます。 
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○姫田消費者情報官 すみません、手短にお願いします。 

○石橋 失礼いたしました。 

 血液の利用については、今までどおりではなくて、安全性においてもっと慎重に検討し

ていただく必要があるのではないかと存じます。 

 失礼いたしました。 

○姫田消費者情報官 では、メインテーブルの方から蓮尾さんと福岡さんが今までお話し

されていませんので、よろしくお願いします。 

○蓮尾 最後にちょっと抽象的なことになってしまうんですけれども、ぜひお願いしたい

と思いまして発言させていただきます。 

 国際的なＢＳＥの貿易ルールの設定改正については、ぜひ公平であってほしいというふ

うに思います。公平に選択されて、それが国際の基準になっていってほしいというふうに

思います。 

 四つのＢＳＥコードの改正に関して、きょうも討議されてきたんですけれども、この四

点どれをとってみても、私たちの消費者の目から見ますと規制緩和につながっていく問題

が介在しているのではないかというふうに思いますので、科学的根拠とか科学的知見とい

う言葉が今回ＢＳＥ問題発生から非常に重要視されてきて、一般消費者の人たちも科学的

な裏づけというものに非常に大きな信頼を寄せている人たちも多いように思いますので、

そういう中できょうの論議の中でも、それからこれまでの意見交換会の中でも、科学者の

先生の中でもさまざまな意見がおありになるということですし、世界的な関係者の科学者

の先生の中でもさまざまな意見があるということも見てきました。 

 食品安全委員会が招かれたプルシナー博士とか、先日のＯＩＥの事務局長のお話も伺わ

せていただいたんですけれども、そういう中でそういったまだまだデータ的にも未解明な

部分が多いというところを科学者の先生の方々も非常に危惧していらっしゃる面もあると

いうふうに受けとめました。 

 そういう中で、今後行われるルールの中で非常に危惧する情報というのが新聞に出てい

ましたので、それもレポートに書かせていただいたんですけれども、最低基準のルールと

いうのが国際基準で満たされた場合に、域内の牛肉貿易を認めるとする北米３か国統一の

ＢＳＥ対策基準というのが策定されるような話を情報で聞きました。これを国際統一ルー

ルとするように、ＯＩＥへ提案したということなんですけれども、科学的知見とか科学的

根拠というものが大国や食肉大企業の圧力に屈することのないように、ぜひ日本の立場と
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して努力して言っていただきたいというふうに思います。 

 ＢＳＥの問題というのは、これは明らかに人間が招いた人災だというふうに思います。

これがどう解決され、対策がとられるかによって、世界の共通認識となるかによって、こ

れからのいろいろな問題に波及していく問題ではないかというふうに危惧しておりますの

で、ぜひ今回の国際ルールの総会にはそういった一般の市民が抱いている危惧というもの

がリスクコミュニケーションで随分語られた日本の立場をぜひ主張していっていただきた

いというふうに思います。これは日本国民の中でのエゴだけでなくて、世界の人民のため

にもつながる問題であるということで私たちは論じているつもりでいますので、そういっ

た日本国のエゴによるものだということにすりかえられないように、ぜひ上手に提案をし、

国際ルールに結びつけていっていただけますように、よろしくお願いしたいと思います。 

○姫田消費者情報官 最後に福岡さん、お願いいたします。 

○福岡 皆さんからいろいろお話を承っておったんですが、日本では日本の現状というの

をお話ししなければわからないと思うんですが、日本では和牛から出ておらない。ホルス

タインです。そうすると、ホルスタインは脱脂粉乳を使って肉骨粉を飲ませているから出

るわけですね。肉骨粉は結局は焼却するというふうな形になっているわけですよ。それだ

から、ヨーロッパあたりはホルスタインを肉牛として生産しているわけです。アメリカは

放牧で結局は繁殖しているわけです。その違いがあるんじゃないかなというふうに私は思

っております。だから、土壌が違えばいろいろ生産工程も違うわけです。だから、国内の

ホルスタインは17頭出ておりますけれども、１頭和牛で二十何年というふうな老輩牛がち

ょっと疑似だというふうな話がありましたが、そういうふうなことでほとんどホルスタイ

ンなんです。 

 だから、そういうふうな点で生産工程でも違うわけですよ。牛乳を飲ませておりますけ

れども、生産に骨粉を入れているわけです。だから、骨粉は結局は今現在全部焼却してい

るわけです。日本の国内は全部食肉センターで検査を１頭なりとも怠っておりません。だ

から、アメリカでも輸出する場合にはやっていただければそれが一番いいわけですが、ア

メリカの場合には出ないということは繁殖形態が違うわけですね。結局、母体の牛乳を飲

んでいるわけです。だから、出ないんです。だから、例えば骨粉を飲ませているというふ

うなことになると出る可能性はあるということです。 

○姫田消費者情報官 どうもありがとうございました。 

 釘田の方から、今までで事実関係だけきちっとしておきたいことがございますので、一
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言お願いします。 

○釘田衛生管理課長 たくさんの貴重な意見をありがとうございました。 

 今までの議論を踏まえまして、私どもは５月の下旬のＯＩＥ総会に向けて、昨年同様日

本の考え方を整理して会議に臨んでいきたいと思っております。日本はＢＳＥに限らず、

食の安全という観点では恐らく世界でも最高レベルの保護措置をとっていると、安全確保

対策をとっているということは間違いないと思います。したがいまして、そういう観点か

ら当然我々も意見を言っていくことになりますけれども、その際にも我々自身も科学的な

根拠というものがないと、ただ日本がこうだからこうしてくれということでは通用しませ

ん。ですから、そのところはきょう御出席いただいた科学者の方々ともよくお知恵をおか

りしながら、そういう世界にも通用する主張というのを今後もやっていきたいというふう

に思っております。 

 それから、一点だけコメントしたいと思いましたのは、先ほど金子先生からＥＵがスク

リーニングかサーベイランスかという議論が重要だというお話がありましたし、その前段

で山内先生からはＥＵの検査というのもスクリーニングなんだというお話がありましたけ

れども、確かにＥＵは感染牛を排除するのが理想的という見解は持っておりますけれども、

現在やっているＥＵの検査がスクリーニングだという説明は私どもは受けたことはござい

ません。あれは飽くまでもサーベイランスだというふうに理解しております。また、ＥＵ

はその一つの論拠として、輸出国、相手国に対してそういう全頭検査のようなことは求め

ておりません。そのことだけ指摘させていただきたいと思います。 

○山内 ちょっと一言今の点で。 

 ＥＵが2001年にＢＳＥ検査を始める段階では、デビット・バーンはスクリーニング的な

考え方は議会での発言では言っていたんです。それから、後が現場の段階でサーベイラン

スに変わっているんです。ですから、今やっている人たちはサーベイランスと理解してい

ると思います。ただ、スタートはそうではなかったというふうに私は理解しています。 

○姫田消費者情報官 ありがとうございます。 

 それから、今、福岡さんがおっしゃったんですけれども、過去にも明示的に肉骨粉を乳

牛に給与したことはフィードバン以降ございません。そして、もちろん今現在も我が国で

牛の肉骨粉を牛だけじゃなくて豚、鳥、すべての家畜への給与は禁止しておりまして、そ

こは事実として御理解いただきますように。 

 それでは、最後になりましたが、全体を取りまとめて、厚生労働省の松本参事官の方か
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ら全体の取りまとめとお礼のごあいさつをさせていただきます。 

○松本参事官 本日はお忙しいところ、また遅くまでお付き合いいただきましてありがと

うございました。 

 本日、来月の下旬にありますＯＩＥ総会で議論されますＢＳＥコードの改正についての

議論で、無条件物品の追加ですとか、カテゴリーの簡素化、またＳＲＭの変更、サーベイ

ランスの考え方の見直しというようなことで、いろいろ貴重な御意見をいただきました。 

 10日前、４月８日にこの専門家の先生方から会議を開きまして、いろいろ貴重な御意見

をいただきましたし、また本日いただきましたご意見も十分勘案いたしまして、ＯＩＥ総

会に向けて日本国政府の意見として表明していきたいと思います。 

 こういう国際的な基準というのは、総会だけの段階で決まるわけではありませんで、そ

の準備段階として釘田の方から説明がありましたように、専門家会議ですとか科学者の会

議だとか、そういう段階から常日ごろから情報を我が国から発信していく必要があると思

います。また、ＯＩＥのこの基準につきましては科学的根拠ということでありますので、

我が国の状況を国際的に評価されておる。また、各国の学者も無視できないような、そう

いうものについてきちっと投稿していく必要があるだろうと思っておりますので、行政と

しては厚生労働省、農林水産省一緒になって主張してまいりますけれども、先生方の方に

も御協力、御支援のほどお願いいたします。 

 また、本日長時間お付き合いいただきまして、また貴重な御意見をいただきました関係

者の皆様に厚く御礼申し上げまして、簡単でございますけれども、お礼の言葉とさせてい

ただきます。 

○姫田消費者情報官 それでは、これで本日のリスクコミュニケーションを終わりたいと

思います。 

 なお、本日司会の進行が悪くて長時間になったことをおわび申し上げます。 

 それと、本日のご意見、あるいは前回の専門家のご意見を踏まえて、ＯＩＥに出す意見

につきましては、インターネットのホームページ上に出しますので、今お手元にある安

全・安心トピックスを見ていただければ、出た日がおわかりになると思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 どうも本日はありがとうございました。 


