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食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生部会 

第14回 プリオン病小委員会 

 

                  日時：令和３年12月16日（木）13：59～15：28 

                  会場：消費・安全局第４会議室（ドアNo.北612） 

                     （Ｗｅｂ会議） 

 

 

 

議 事 次 第 

 

 １．開 会 

 

 ２．あいさつ 

 

 ３．議 事 

 （１）牛海綿状脳症をめぐる情勢 

 （２）牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更について 

 （３）牛海綿状脳症対策基本計画について 

 （４）めん羊及び山羊の伝達性海綿状脳症サーベイランスの見直しについて 

 （５）食品製造工場から発生する畜水産残さの飼料利用に関する見直しについて 

 （６）その他 

 

 ４．閉 会 

 

【配付資料一覧】 

 議事次第 

 プリオン病小委員会委員名簿 
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 資料１：牛海綿状脳症（ＢＳＥ）をめぐる情勢 

 資料２－１：牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針の見直しについて 

 資料２－２：牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更の主な変更点に

ついて（案） 

 資料３：牛海綿状脳症対策基本計画について 

 資料４：めん山羊等の伝達性海綿状脳症サーベイランスに関する見直しについて 

 資料５：食品製造工場から発生する畜水産残さの飼料利用に関する見直しについて 

 参考資料１：諮問文（牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部

変更について） 

 参考資料２－１：家畜伝染病予防法（抜粋） 

 参考資料２－２：牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針（現行版） 

 参考資料３－１：牛海綿状脳症対策特別措置法（抜粋） 

 参考資料３－２：牛海綿状脳症対策基本計画 

 参考資料４：伝達性海綿状脳症（ＴＳＥ）検査対応マニュアル 
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午後１時５９分 開会 

○星野家畜防疫対策室長 少し時間が早いですけれども、先生方おそろいになりましたの

で始めたいというふうに思います。ただいまから食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部

会第14回プリオン病小委員会を開催いたします。 

 委員の先生方におかれましては、御多忙中にもかかわらず御対応いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 事務局を担当いたします、動物衛生課家畜防疫対策室長の星野でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、熊谷参事官の方から御挨拶を申し上げます。よろしく

お願いします。 

○熊谷参事官 消費・安全局の熊谷でございます。 

 委員の先生方におかれましては、お忙しい中御出席いただき、誠にありがとうございま

す。第14回プリオン病小委員会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

 本日のプリオン病小委員会の議題であります牛海綿状脳症については、本年９月11日を

もちまして、国内で１例目が確認されてから20年が経過いたしました。国内においては、

これまでに36例の陽性が確認されておりますが、特定危険部位の除去や飼料規制、検査体

制の確立などの対策の実施により、2002年生まれの牛を最後に国内での陽性例はありませ

ん。我が国は、2013年５月のＯＩＥ総会において、「無視できるＢＳＥリスク」の国に認

定されているところです。 

 一方、海外に目を向けますと、今年に入ってからも、ブラジル、スペイン、ドイツでは

非定型ＢＳＥ、また英国では定型ＢＳＥの陽性例が確認されております。引き続き、飼料

規制や特定危険部位の除去など、リスク管理措置を確実に実施していくことが重要と考え

ております。 

 本日は、約２年半ぶりのプリオン病小委員会の実開催ということになりますので、まず

はＢＳＥをめぐる情勢について事務方から御説明さしあげたいと思います。その後、牛海

綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針及び牛海綿状脳症対策基本計画について御議論

いただくとともに、飼料規制及びめん山羊等の伝達性海綿状脳症のサーベイランス及び食

品製造工場から発生する畜水産残さの飼料利用に関する見直しについて、それぞれ御報告

させていただきます。 

 本日は、ウェブを併用しての開催となりますが、委員の皆様方におかれましては、専門
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的な見地からの忌憚のない御意見と活発な御議論をお願い申し上げまして、私の挨拶とさ

せていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○星野家畜防疫対策室長 ありがとうございました。 

 さて、現在、プリオン病小委員会の委員の先生方におかれましては８名いらっしゃいま

す。本日は、岡本先生が途中退席などされるというふうに伺っておりますけれども、８名

の方全員が御出席いただく予定になっておりますので、食料・農業・農村政策審議会令第

８条第１項の規定によりまして、定足数を満たしていることを御報告いたします。 

 続きまして、本日出席をしております事務局の御紹介をさせていただきます。 

 まず、冒頭御挨拶をさせていただきました、参事官の熊谷でございます。 

 それから、動物衛生課の星野でございます。よろしくお願いします。 

 それから、同じく動物衛生課の沖田でございます。 

 そして、担当補佐、青山でございます。 

 それから、永田でございます。 

 そして、畜水産安全管理課の吉戸でございます。 

 以上のメンバーで対応させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 また、本日はウェブを併用しての開催となりますので、途中、通信等、若干音声等聞き

取りにくい場合があるかもしれませんけれども、御不便をお掛けいたしますことをお許し

ください。 

 それでは、ここまででカメラの撮影は終了となりますので、メディアの方は御退室をお

願いいたします。 

 なお、本日はウェブにて全て公開となっておりますので、以後の議事につきましては、

ウェブの方で御覧ください。 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 お送りしている資料は、順番に、まず議事次第、それから先生方の名簿、そして資料一

覧としまして、資料１、牛海綿状脳症をめぐる情勢について、資料２－１、特定家畜伝染

病防疫指針の見直しについて、２－２、特定家畜伝染病防疫指針の一部変更の主な変更点

について、３が牛海綿状脳症対策基本計画について、４がめん山羊等の伝達性海綿状脳症

サーベイランスに関する見直しについて、そして５が食品製造工場から発生する畜水産残

さの飼料利用に関する見直しについて。そして、参考資料といたしまして、前回の家畜衛

生部会における諮問文と家畜伝染病予防法の抜粋。それから、現行のＢＳＥ防疫指針、Ｂ
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ＳＥ特別措置法の抜粋、ＢＳＥ対策基本計画、それから伝達性海綿状脳症検査対応マニュ

アルがございますので、御確認をお願いします。 

 届いていない資料等ございましたらば、事務局の方にお声を掛けてください。 

 繰り返しになります。本日の進行について、１つお願いですけれども、ウェブにて公開

をされておりますので、御発言される際は御所属とお名前を述べていただいて、座長の御

指名の下で御発言を頂きますよう、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、ここから議事の進行につきましては、山口委員長にお願いをしたいというふ

うに思います。山口委員長、よろしくお願いします。 

○山口小委員長 山口です。よろしくお願いします。 

 実際にこのように集まって開催するのが、私、委員長になってから初めてということで、

委員の先生方、それから事務局の皆様方、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事１の牛海綿状脳症をめぐる情勢につきまして、事務局の方から説明をお

願いいたします。 

○星野家畜防疫対策室長 それでは、私の方から御説明をさせていただきます。 

 お手元に資料の１を御用意ください。 

 牛海綿状脳症をめぐる情勢につきまして、国内の状況、国際の状況等をそれぞれ御説明

をさせていただきます。 

 初めに国内の方ですけれども、めくっていただきまして、１ページ目、我が国の発生状

況ということで、冒頭御挨拶にもございました、2001年、平成13年９月に初めて発生が確

認をされてから、現在までにと畜場での検査で22頭、それから農場での死亡牛検査におき

まして14頭、合計36頭が確認をされております。 

 そして、出生別の特徴でございますけれども、1996年、平成８年生まれのものが12頭、

それから2000年、平成12年生まれのものが13頭ということで特徴がございます。 

 また、飼料規制の実施も行っておりまして、2002年１月生まれを最後に、18年間にわた

って、国内での生まれた牛での発生報告はございません。 

 それから、平成25年、2013年５月には、ＯＩＥは我が国を「無視できるＢＳＥリスク」

国として認定をしております。四角の囲みのところですね、17年間となっていますけれど

も、これ、18年間というふうに訂正を頂きますようお願いします。 

 それから、２ページ目めくってください。 

 今度は対策の方になりますけれども、まず、対策の大きな屋台骨というのは牛海綿状脳
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症対策特別措置法、この法律に基づきまして、牛海綿状脳症対策基本計画というのが、農

場サイドの農林水産省、それから公衆衛生サイドの厚生労働省ということで、両省の大臣

がそれぞれ定めることとなっております。これを基に農林水産省と厚生労働省がそれぞれ

リスク管理措置をしていくという流れになっていますけれども、まず、農林水産省側です

が、こちらは、農場における、まずは飼料の飼料安全法に基づく飼料規制という対策を行

いまして、それから家畜伝染病予防法におきましての死亡牛のＢＳＥ検査。この飼料の規

制が一番重要になってきて、感染経路の遮断ということで重要になってきますけれども、

その規制がちゃんと実施できているかということで、死亡牛のＢＳＥ検査、そういったも

のを検証として行っているところでございます。 

 そして、下側に行っていただきまして、まず、国内に入ってこないような措置、それか

ら農場、牛に与えないような措置を飼料規制でしっかりと取りまして、家畜保健衛生所で

ＢＳＥの検査をするという流れになっております。 

 厚生労働省側に行きますと、こちらはと畜場法に基づきまして、まずは一番リスクの高

い特定危険部位の除去、それから検査、と畜場、と畜時のＢＳＥの検査ということで、こ

ちらもリスクの一番危ないところの除去と、それから検査ということで行っているところ

でございます。 

 めくっていただきまして、３ページ目、ＢＳＥのプリオン、異常プリオンたんぱく質と

いうのは、月齢を経れば蓄積していくというふうな知見がございます。平成13年10月に、

まずは検査の方が開始をされました。このときはなかなかまだ知見が整っていなかったも

のですから、まずはと畜場の方で起立不能等の症状が見られるものの全月齢、それから健

康牛においても全月齢ということで実施をしておりました。 

 農林水産省サイドにおきましては、検査体制がなかなか整わない段階では、まず一番疑

わしいもの、これをしっかりとやった後、平成15年４月から農場の検査体制が整いました

ので、起立不能の牛、それから一般的な死亡牛ということで、24か月齢以上のものを対象

に検査を進めてきました。 

 そして、農場サイドを先にちょっと御説明させていただきますと、平成27年４月、それ

までに集まった知見を基に月齢の見直しを行っております。同じく平成31年４月にも月齢

の見直しを行っておりまして、現在は起立不能の牛、それから一般的な死亡牛ということ

で、一般的な死亡牛はもう96か月齢以上ということを対象にしているところでございます。 

 一方で、と畜場の方におきましては平成13年から開始をしておりまして、やはり同じく
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平成17年、平成25年にそれぞれ見直しをしています。月齢の見直しをしていますが、これ

は実際のところは全頭検査ということで、全月齢の検査は実施をさせていただいておりま

した。 

 そういった中で、平成25年に無視できるリスクの国ということでなりまして、それ以後、

見直しも、と畜場法の方でも見直しをさせていただいて、実際に月齢を、高い月齢のもの

だけを対象に検査を続けているという状況でございます。 

 おめくりいただきまして、４ページ目、現在の日本のＢＳＥのステータス。これは、Ｏ

ＩＥ（国際獣疫事務局）が各国からの申請に基づきまして、ＢＳＥの発生リスクを科学的

に分析をしていただいて、３段階に分けております。日本は「無視できるＢＳＥリスク」

国ということで、事実上清浄国と思っていただいて結構と思うんですけれども、そういっ

たランキングをされているところでございます。 

 真ん中のところにＯＩＥからのサティフィケートがございますけれども、当時、林農林

大臣の方から、我が国の厳格なＢＳＥ対策を支えてきた生産者の方々、レンダリング業界

の方々、飼料業界の方々、と畜場、食肉流通加工業界、獣医師、地方行政機関など、皆様

の連携と不断の努力の成果だということで、お言葉を頂いているところでございます。 

 そして、現在は清浄化に向けた取組プラス、それを維持していくということが大事にな

っていきますので、ＢＳＥのステータスの維持につきまして、ＯＩＥで定めましたポイン

ト制に基づいて、それぞれ検査頭数とポイントを掛け合わせまして、必要なポイントをた

めた中で清浄国の維持をさせていただいているところでございます。 

 右側は、各国のそれぞれＢＳＥ対策の概要でございます。健康牛、それから死亡牛とい

うところになってございますけれども、死亡牛につきましては、月齢も若干それぞれの国

の検査体制やリスク評価によって違ってはおりますけれども、それぞれ管理措置としては

しっかりと取られているというふうに認識をしております。 

 それから、特定危険部位の除去、これは非常に大事になっていきますけれども、こちら

はそれぞれの国で同じような形で取られているというふうに考えております。 

 それから、反すう動物由来の肉骨粉の取扱い、飼料規制ですけれども、こちらも同様に

取られているところでございます。 

 おめくりいただきまして、ここまでが日本の状況でございましたが、今度、海外にちょ

っと目を向けてみますと、また、ちょっと年代が遡ってしまうんですが、これまでの発生

のピークというのは1992年、平成４年でございます。このときには欧州、それから英国、
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特に英国の発生頭数がすごくて、以後、欧州、英国とずっと発生頭数が続いているんです

けれども、近年におきましてはそれぞれ対策も進んでおりまして、ここ数年では世界的に

見ても一桁台の発生ということになっているところでございます。ちなみに、昨年は６頭、

一昨年は３頭ということで、最近の発生は推移をしているところでございます。 

 めくっていただきまして、この２年間の発生の傾向をお話しさせていただきたいという

ふうに思います。最近は、冒頭挨拶にもございました、スペイン、スイス、アイルランド、

ブラジル等で発生をしておりますけれども、特徴としましては、ＢＳＥの非定型型という

ことで発生が確認をされているところでございます。 

 この最近の９頭の中では、英国だけがいわゆる普通の定型ということになっております

けれども、非定型というのがどういったものかといいますと、まずは定型のＢＳＥという

のは、ＢＳＥ異常プリオンたんぱく質が脳に蓄積をしまして、脳の組織がスポンジ状にな

り、異常行動等を起こして、最後は死亡するというものなんですけれども、非定型につき

ましては、定型ＢＳＥとは異なるウェスタンブロッティングのパターンを示しておりまし

て、実際に起立不能、運動失調が主体となるということでございます。 

 そして、発生原因ですけれども、定型の方が、飼料によって経口でプリオンが体内に入

っていって蓄積をされていくということですけれども、非定型の場合は、発生の原因の機

序というのは明確には分かってございませんで、孤発型ということで、突然年を取ってか

ら確認がされるということで、こちらも非常に特徴的な内容だと思います。 

 それから、潜伏期間、それから摘発時の年齢につきましても、ほとんどが８歳以上とい

うことで年齢も高い。ちなみに、日本におきましては、過去１頭だけ、2006年に14歳の老

齢牛で確認がされているところでございます。 

 ここまでが国内外におけるＢＳＥの状況を、ちょっと駆け足でしたが、御説明をさせて

いただきました。 

 それから、もう一つ、先に飛びまして８ページの方をちょっと見ていただけますか。も

う一つだけ、ＯＩＥの動きを御紹介させてください。 

 ＯＩＥにおきましては、2018年以降、ＢＳＥステータス認定やサーベイランスに関する

改正を検討しているところでございます。そのポイントを、そこに４点ほど書かせていた

だきました。 

 まずは、ＢＳＥの定義につきまして、今まで定型のＢＳＥだけだったものにつきまして、

追加として非定型のＢＳＥ、これは最近の発生の傾向を見て追加をしていきたいというこ
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とでございます。これは、非定型のＢＳＥというのは発生してもリスクステータスに特に

影響はしませんけれども、飼料の規制、飼料の流通に入らないような廃棄処分がしっかり

となされているということが非常に重要だと思います。 

 それから、２つ目としましては、症例の発生と無視できるステータスの回復ということ

で、８歳未満の牛で発生があると、無視できるリスクステータスについては停止を。そし

て、その後、感染源の特定あるいは低減措置がしっかり取られた上で、ＢＳＥ病原体の牛

群での循環のリスクが引き続き無視できるということが確認されれば、ステータスは回復

されるということができるということです。 

 それから、サーベイランスにつきましては、現在、先ほど御紹介いたしましたポイント

制になっているのをやめまして、ＢＳＥの兆候を有する全ての牛を通報するという仕組み

を持った上で、パッシブサーベイランスに切り替えるということがポイントでございます。 

 そして、最後、輸出入の貿易につきましての禁止品については、全月齢について、扁桃

は除外をするということで、この４点について、現在、ＯＩＥの方で議論をされていると

いうふうに聞いております。 

 そして、戻っていただきまして、ここまでがＢＳＥの話でございましたが、もう一つ、

今回、指針の見直しなり、検討いただく中で、最近の家畜伝染病予防法の改正が大きく影

響してきますので、その点を御紹介をさせていただきたいというふうに思います。 

 特に関係する箇所でございますけれども、まず、背景・趣旨というふうになってござい

ますが、最近、皆さん御存じのとおり、豚熱が26年ぶりに国内で発生をされたということ、

そして、野生イノシシにも広域に病原体が拡散をして、いまだ収束に至っておりません。

こういった形で、野生動物の感染に対する強化をこの法律の中でもやっております。 

 それから、もう一つ、農場の中にウイルスを入れないために、飼養衛生管理を徹底をし

ていただくということ。そして、発生の予防とまん延防止にしっかりと備えていただくと

いうことが重要になっております。 

 こういったことを踏まえて、かつ、海外、アジアの方に目を向けてみますと、アフリカ

豚熱が中国を始め、アジアでも発生を確認しておりますので、こういったものが国内に入

ってこないように、非常に重要な畜産物の輸出入検疫を強化をしております。そういった

形で、海外からの疾病が国内に入ってこないような侵入防止対策を徹底することが必要と

いうことですので、改正の概要としまして、書かれてございますけれども、５点ほど、ち

ょっと御紹介をさせていただきますと、まず１つ目、２番目に書いてあります、家畜の所
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有者、それから国・都道府県・市町村・関連事業者の責務を非常に明確化しております。 

 そして、２つ目としましては、３番目にございますけれども、飼養衛生管理基準の遵守

に関する是正措置、これが国境措置と同時に、農場に入れないということで非常に重要に

なってくるんですが、衛生管理区域に入る方だけではなくて、汚染された畜舎や倉庫等か

ら出る方につきましても消毒をしっかりとやる。出入りについても行うということ。それ

から、飼養衛生管理に係る責任者を衛生管理区域ごと又は畜舎ごとに明確に規定をすると

いうこと。そして、国が指針を定めまして、都道府県がそれぞれ地域の実態に合った計画

を定めて、運用をしていくということ。こういった点が主な点でございますけれども、家

畜伝染病予防法の中で改正をされまして、疾病の対策に、今努めているところでございま

す。 

 以上が、駆け足でございましたが、ＢＳＥをめぐる情勢、関するめぐる情勢ということ

で御説明をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○山口小委員長 ありがとうございました。 

 それでは、本件につきまして、委員の皆様から御意見や御質問がありましたら、お願い

したいと思います。質問ありますでしょうか。一応、２年前の持ち回り開催以来のプリオ

ン小委の会合となりますので、ＢＳＥ対策全般についても、含めてですね、質問があれば

と思います。 

○八谷委員 湘南リサーチセンターの八谷と申します。 

○山口小委員長 八谷先生、お願いします。 

○八谷委員 今年９月、資料では９月１日ってなっているんですけれども、これ、９月17

日じゃないかと思うんですが、イギリスで発生した定型ＢＳＥについてのその後の情報、

発生農家の飼料の由来ですとか、それからイギリス政府による原因究明の結果など、あり

ましたら、お教えいただきたいと思います。 

○山口小委員長 事務局の方から、お願いします。 

○沖田国際衛生対策室長 ありがとうございます。 

 国際衛生対策室長の沖田でございます。私の方から御説明さしあげたいと思います。 

 今、八谷委員から御指摘ありました、今年見つかった、英国での定型のＢＳＥでござい

ます。これについてですが、先ほど言われたとおり、９月１日、９月17日の話は、これ、

病気が出るとＯＩＥに通報するわけですが、ＯＩＥの通報において、この症例が確認され
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た、その一番最初のスタート、農場で異常があって農場が当局に通報した一番最初の日と

いうのが９月１日というふうに通報がされています。その日付を取って、９月１日として

おります。ただし、診断機関において確定の診断が行われて、あ、これはＢＳＥだよねと

いうことが分かったのが９月17日ということで、その日付についてはそういう意味だとい

うふうに御理解を頂きたいと思います。 

 この件につきましてですが、そのＯＩＥの通報の中に疫学的な情報というのも入ってご

ざいます。それを紹介いたします。この牛はイングランド、英国の一番大きなところです

けれども、地方ですけれども、イングランドの西部での酪農の農場において見つかった６

歳半の雌牛ということで通報がされております。 

 この牛が症状を示した、いわゆる乳熱という、分娩後のちょっと異常を起こす乳熱の疑

いということで殺処分をされ、イギリスの、英国のサーベイランスのスキームに従ってサ

ンプルされて診断をしたところ、ＢＳＥであったというふうに分かったものです。 

 その牛のその飼料がどうであったか、その農場ですね、飼料がどうであったか、あるい

はその原因究明等々、これについては、現在、英国の当局が疫学的な調査を行っておりま

して、このレポートがまだ公表になってございません。ですので、我々もそれを待ってい

るところです。英国の大使館を通じて、近日中に出されるんではないかという情報を頂い

ておるところですので、それを待っております。それを見て、よく検証した上で、また、

どういうことであったのかというのが委員の皆様へも御紹介できればいいかなというふう

に思っております。 

 以上です。 

○八谷委員 ありがとうございました。承知しました。 

○山口小委員長 ほかにありますでしょうか。 

 もしですね、私の方から質問させていただいてもよろしいでしょうか。近年、国際的に

もＢＳＥ発生頭数が少なく、非定型がほとんどということで先ほど御説明ありましたけれ

ども、海外での非定型の発生時の国境措置の考え方というのはどうなっているのかという

ところと、もう一つ、ＯＩＥコードの改正を受けた今後の国内対策というのはどうなって

いくのかという、この２点について御説明いただければと思います。 

○沖田国際衛生対策室長 ありがとうございます。 

 私の方から、国境措置についての考え方について御説明をしたいと思います。 

 国境措置、すなわち、ＢＳＥですので牛肉ですね、牛肉、牛の産品の輸入についてどう
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いうふうにするのかということですが、これ、ＢＳＥに関して、食品安全委員会でリスク

評価を行った上でリスク管理措置を厚生労働省及び農林水産省で決めて輸入をしておると

ころですが、基本的なスタンスとして、ＢＳＥが発生しても、食安委がリスク評価を行っ

た上でちゃんとした管理措置をすれば、あるいはその条件をちゃんと付けて輸入すれば問

題はないというふうに言われた国、そういうリスク評価が行われた国に関しては、これは

非定型のＢＳＥが確認された場合であっても、特にその輸入に制限を掛けることはないと

いうのが基本的な考え方です。 

 ただ、全く起こっていない国で新たに非定型のＢＳＥが発生確認された場合には、これ

はやはりその国におけるリスク管理措置というものがどういうふうになっているのかとい

うのをきちんと検証する必要がございますので、その場合には、そのまま何もなしで輸入

してもいいということには恐らくならないんだろうというふうに思っております。 

 今言ったのは、例えば定型のＢＳＥが出ている国であれば、定型のＢＳＥが出ようと、

非定型のＢＳＥが出ようと、輸入が止まることはございません。ブラジルのように、非定

型のＢＳＥだけが出ている国ですと、非定型については影響はないというふうに既にリス

ク評価されていますが、定型のＢＳＥについてはリスク管理がどうなっているかというの

が分からない、まだ評価ができていないという状態でございますので、これについてはそ

のままということにはならない、何らかの検討が必要だろうというふうに考えております。 

 国境措置の基本的な考え方としては以上でございます。 

○山口小委員長 分かりました。２点目のＯＩＥコードは、今４次案がコード委員会の方

に掛けられると思うんですけれども、今後、早ければ来年、ＯＩＥのコードとかですね、

総会で掛けられると思うんですけれども、今後の国内対策の方向性というのは何かスケジ

ュール感というか、どうなっていくのか、分かればお願いします。 

○星野家畜防疫対策室長 事務局、星野でございます。 

 今、正にＯＩＥの方で御検討いただいておりますけれども、これが確定しましたらば、

それを踏まえまして、また国内の対策について検討を進めていかなければいけないという

ふうに思っておりますので、そのときはまた先生方の御意見を頂きながら、仕組みを作っ

ていこうというふうに思っております。 

 御質問のありましたスケジュールなんですけれども、ちょっとそちらの方は、このＯＩ

Ｅの動きがまだ明確に分かりませんので、今の時点では明確に申し上げることはちょっと

そこはできませんので、お許しください。 
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 以上でございます。 

○山口小委員長 分かりました。ありがとうございます。 

 ほかに、質問等ありますでしょうか。それでは、よろしいでしょうか。それでは、また

最後に、また全体を通してというところもありますので、お願いします。 

 続きまして、議事２の牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更につき

まして、事務局の方から説明をお願いいたします。 

○青山課長補佐 それでは、事務局から御説明させていただきます。 

 資料２－１に続いて、次に資料２－２という流れで御説明させていただきます。まず、

資料２－１ですけれども、ＢＳＥの特定家畜伝染病防疫指針の見直しに関する背景などを

説明しているものでございます。 

 １、背景ですが、（１）のところでございます。防疫指針というものは、家畜伝染病予

防法に基づき、最新の科学的知見や国際的動向を踏まえて、少なくとも３年ごとに再検討

を加えるというものになっております。その結果、必要に応じて変更するとなっておりま

す。 

 （２）でございますが、ＢＳＥに関する防疫指針については、死亡牛等の検査ですとか、

ＢＳＥ発生時の防疫対応等について定めておりまして、農場における死亡牛検査ですね、

その辺り、農林水産省側の対策を定めているものです。本指針については、平成31年４月

１日に一部変更を行って、検査月齢の96か月齢の死亡牛検査というような引上げを行って

おりますが、それから３年が経過することになりますので、現状でこの体制を確認し、必

要に応じて指針の見直しを実施するという法律に基づく対応をするため、本年11月に家畜

衛生部会に諮問したところでございます。 

 ２の現状及び見直しの方針ですが、まずは現状として（１）でございますが、これまで

飼料規制やサーベイランスなど、ＢＳＥ対策の徹底によりまして、平成25年ＯＩＥの「無

視できるＢＳＥリスク」の国として認定されておりまして、その後も国内のＢＳＥリスク

の変化等を踏まえた対策の見直しを順次行いながら、同認定の維持をしているところでご

ざいます。前回の指針改正以降については、その後、リスクの変化はないものと考えられ

ます。 

 （２）ですが、したがって、本指針に規定するＢＳＥ対策についてはこれまでどおりと

するという見直しの方針としたいと考えております。 

 一方で、先ほど、議事１で御説明いたしましたように、昨年、家畜伝染病予防法が改正
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されまして、家畜の所有者の責務を始め、幾つか条文が追加されているものがございます

ので、その関係のところ、所要の変更を防疫指針においても行うこととしたいと考えてお

ります。 

 次のページの参考の近年の状況については、先ほどの議事１の資料１で、ほぼこれらの

記載事項の流れを御説明しているところでございます。 

 特に、（５）のところに法令改正について記載をしておりますが、実際のところは、家

畜の所有者の責務とともに、並びで連続して、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責

務なども明確化の規定が追加されております。 

 次に、資料２－２をお願いいたします。 

 資料２－２は防疫指針の一部変更に当たっての主な変更点をこちらに記載をしておりま

す。全体像としては、一番上のところございますように、法改正を踏まえまして、関連事

業者について追記をするとともに、関係団体及び関係機関の記載を整理するといったこと

を、全体を通じて行いたいと考えております。 

 それ以外としましては、まず、前文のところは実質的な変更はございません。 

 指針の構成については、後ろの参考のところにも付けておりますので、必要があればそ

ちらを参照いただければと思いますが、内容としては、まず第１の基本方針のところから

修正、追記を行っております。３のところに、以下のような追記を行いたいと考えており

ます。こちらは、ほかの防疫指針で令和２年４月に改正をしたときに追記したものと、ほ

ぼ平仄を取った記載となっております。 

 ３ですが、牛の所有者は、牛の伝染性疾病の発生を予防し、そのまん延を防止すること

について第一義的責任を有しているため、必要な知識及び技術の習得に努め、牛の飼養衛

生管理等の措置を適切に実施するよう努めなければならないとしております。ここまでは

法の条文に、ほぼ内容、沿ったものとなっております。 

 以下については、その内容をある程度具体的に記載をしております。読み上げますと、

そのために重要なのは、牛の健康観察と記録、ＢＳＥが疑われる場合の早期の届出の習慣

化、確実な実行等の飼養衛生管理基準を遵守することであるとしております。 

 その後、同じく３のところに、（４）として、新たに関連事業者の取組を記載したいと

考えております。飼料の製造・販売業者、家畜市場等の家畜を集合させる催物の開催者、

と畜場や化製処理施設等の所有者などの畜産業に関連する事業を行う者、以下、関連事業

者という、は、病原体の拡散を防止するための措置を講じるとともに、農林水産省及び地



15 

方公共団体が行う家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための措置に協力す

るとしておりまして、こちらも追加された法律の条文に、ほぼ内容としては沿う形になっ

ております。 

 次が第２のところですが、第２については平時からの取組を定めておりまして、こちら

には、既に農林水産省や地方公共団体、都道府県、市町村、関係団体等の取組というもの

が既に記載されておりますので、新しく追加するものとしては関連事業者の取組、４番と

して、１から３までに規定する農林水産省及び地方公共団体の取組に協力するといった記

載を追記したいと考えております。 

 このほかにも、他の防疫指針に合わせた文言の整理などは事務局の方で行わせていただ

きたいと考えておりまして、都道府県への照会やパブリックコメントを踏まえて修正を行

った後には、小委の先生方に御報告させていただくとともに、小委の議論を家畜衛生部会

に御報告するといったような流れで対応させていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○山口小委員長 ありがとうございました。 

 それでは、本件について、委員の皆様から御意見、御質問がありましたら、お願いいた

します。先生方、ありますでしょうか。ないですかね。 

 私の方から１点、意見ではないんですけれども、資料２－２の基本方針のところで、こ

れまでほかの防疫指針の中では書いていないんですけれども、ここの第一義的な責任とい

うところで、ＢＳＥの場合は「牛の伝染性疾病の発生を予防し、まん延を防止する」とい

うところで、ＢＳＥは伝達性の伝染病であり、伝播力という点では、ほかの海外悪性伝染

病の指針とは違うところもあるという感じもするんですけれども、第一義的責任の前に、

例えば、「家畜伝染病予防法に基づき第一義的責任を有している」とか、修飾語を、付け

てはどうなのかと思います。よく現場では、第一義的責任について質問されることもある

もんですから、事務局の方ではどう考えているのかなというところを、教えていただけれ

ばと思います。 

○青山課長補佐 御意見ありがとうございます。 

 現場の方に伝えやすくすることについては我々も改善してまいりたいと考えております

ので、頂いた御意見を踏まえ、記載については検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○山口小委員長 ありがとうございます。 
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 ほかに、先生方からありますでしょうか。よろしいですか。 

 続きまして、議事３の牛海綿状脳症対策基本計画につきまして、事務局の方から説明の

方をお願いしたいと思います。 

○青山課長補佐 それでは、事務局から御説明させていただきます。 

 資料３に沿って、御説明いたします。 

 ＢＳＥ対策基本計画ですが、資料１で言及ございましたように、農林水産省と厚生労働

省が共管する牛海綿状脳症対策特別措置法に基づいて、両省で策定・公表している基本計

画でございます。 

 丸の２つ目から、その内容について、内容を抜き出して構成を記載しております。１つ

目のところ、対応措置に関する基本方針というものを定めております。こちらの記載、主

な記載内容としましては、2013年に我が国がＯＩＥの「無視できるＢＳＥリスク」の国に

認定されたということなどを踏まえまして、引き続き、食品安全委員会のリスク評価に基

づき、ＢＳＥ対策を適切に実施し、ＢＳＥステータスを維持することを基本方針とすると

記載しております。 

 ２、計画の期間のところでは、おおむね５年間の期間としております。ＢＳＥをめぐる

情勢の変化、最新の科学的知見等を踏まえまして、必要に応じてこれを見直し、所要の変

更を行うこととなっております。こちら、最終改正されましたのが平成28年２月となって

おりますので、今５年と少し経過をしているところでございます。 

 ３、まん延の防止のための措置に関する事項ですが、（１）のところではＢＳＥの発生

の確認までの措置ということで、農場では疑い牛や死亡牛のＢＳＥ検査を行うことですと

か、と畜場ではＢＳＥ検査やＳＲＭの除去、分別管理などを適切に実施することなどが記

載されております。 

 （２）としては、ＢＳＥが発生された場合の措置でございまして、ＢＳＥと判定された

牛等の焼却や施設設備等の消毒、また、同居牛の移動制限などの適切な実施等を行うこと

ということが記載されております。このほか、まん延防止の関係では、感染源や感染経路

の究明などの記載がございます。 

 そのほか、項目としては、４のところに正確な情報の伝達に関する事項、５には関係行

政機関・地方公共団体など協力に関する事項、６としてはその他の重要事項というものが

記載をされているところです。 

 本基本計画の最終改正、平成28年に行った以降、先ほどの防疫指針とも同じでございま
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すけれども、ＢＳＥをめぐる情勢に大きな変化はないということから、計画に示したＢＳ

Ｅ対策を継続して行っていくことが重要と考えております。 

 このため、一番最後の四角に記載がありますように、基本計画に定められている事項に

ついては変更を行わないこととするという案としております。 

 また、こちらについては、今回御議論いただいた後、家畜衛生部会においても報告を行

う予定としております。 

 また、参考でございますけれども、厚生労働省におきましても、本年12月23日に審議会

の食品衛生分科会を開催するというふうに伺っておりまして、そちらで本件について報告

予定と聞いております。 

 事務局からの御説明は以上でございます。 

○山口小委員長 ありがとうございました。 

 それでは、本件について、委員の皆様から御意見や御質問ありましたら、お願いしたい

と思います。御質問、御意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ＢＳＥをめぐる情勢に大きな変化はないということで、基本的に計画に示したＢＳＥ対

策を継続するということになると思いますが。よろしいですか。いいですかね、ないです

ね。 

 それでは、今後の進め方について、事務局の方から説明お願いします。 

○青山課長補佐 事務局です。 

 防疫指針と基本計画それぞれについて、今後の進め方について御説明させていただきま

す。 

 防疫指針につきましては、先ほど頂いた御意見も踏まえ、事務局で整理の上、記載の整

備を進めてまいりたいと思います。今後につきましては、都道府県への意見照会とパブリ

ックコメントを実施し、所要の改正、修正を行った後、家畜衛生部会に御報告し、現在の

ところ、４月初めの公表を予定しております。今後も修正の過程で小委の皆様には御相談

させていただくことがあるかもしれませんので、その際にはよろしくお願いいたします。 

 また、基本計画につきましては、変更を行わないとする案について御確認いただき、御

了承いただいたということですので、今後、家畜衛生部会にもこうした検討を行ったとい

うことを御報告したいと考えております。 

 また、今後、厚生労働省の分科会の方でも、会合が行われることになっておりますので、

その結果につきましても、小委と部会に御報告してまいりたいと思います。よろしくお願
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いいたします。 

○山口小委員長 分かりました。 

 よろしければ、続きまして、議事４のめん山羊等の伝達性海綿状脳症サーベイランスに

関する見直しについて、事務局の方から説明をお願いいたします。 

○青山課長補佐 事務局から御説明いたします。 

 資料は４をお手元に御用意ください。 

 こちら、報告として御説明させていただきたいと考えておりまして、まず、内容としま

しては、めん山羊等の伝達性海綿状脳症のサーベイランスについて見直しを行うというこ

とで、１のところから、現在の国内及び海外の検査体制という背景になっております。 

 （１）ですが、平成15年に農場のサーベイランス体制については整えておりまして、こ

の中で、平成15年以降、めん羊及び山羊並びに鹿、これら、まとめてめん山羊等と呼びた

いと思いますが、こちらの伝達性海綿状脳症（ＴＳＥ）の検査を行っておりまして、その

位置づけなどは以下①から③に記載しているとおりでございます。 

 まず、①ですが、家畜伝染病予防法とその施行規則に基づきまして、検査対象疾病とな

っており、現状、月齢満12か月齢以上で死亡しためん羊又は山羊の死体のうち、都道府県

知事が指定するものとなっております。 

 また、②ですが、消費・安全局で定めております家畜防疫対策要綱に基づいて実施する、

全国的サーベイランスの対象疾病として、めん山羊が毎年都道府県に通知をされて、検査

を実施いただいているという状況です。 

 ③でございますが、これら検査をする際に伝達性海綿状脳症検（ＴＳＥ）検査対応マニ

ュアルというものを定めておりまして、こちらにめん山羊等におけるＴＳＥの検査及び発

生時の防疫対応を記載し、実施いただいているものでございます。 

 （２）が海外の情報でございますが、ＯＩＥコード上では、検査月齢としましては、Ｔ

ＳＥを疑う臨床症状を示すめん山羊及び死亡し又は淘汰された18か月齢超のめん山羊につ

いて、ＴＳＥ検査を行うとなっております。 

 また、ＥＵ、米国においても、農場において死亡又は淘汰されためん山羊については、

現在、18か月超のものがＴＳＥの検査対象となっております。 

 ２のところですが、これまでの検査結果について御説明いたします。 

 平成15年以降、農場においては、12か月齢以上で死亡し又は淘汰されためん山羊等及び

特定臨床症状と検査マニュアルで定めている特定の症状を示す異常めん山羊等について、
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検査を実施しております。 

 （２）で検査結果について記載していますが、次のページには参考として発生状況の表

も付けております。 

 毎年、平成15年以降、約200～500のめん山羊等について検査を行っておりまして、検査

頭数でいうと、飼養頭数が４～５万頭ぐらいですので、毎年0.5～１％ぐらいのめん山羊

が検査対象となっているという状況です。 

 その結果、ＴＳＥの患畜と判定されためん山羊は８頭となっておりまして、表に月齢、

記載しておりますが、いずれもＴＳＥの好発年齢である、定型でいえば２～５歳、非定型

でいえば５歳以上、これらの範囲内又はそれ以上となっております。なお、鹿のＴＳＥの

好発年齢は３～５歳齢ですが、国内での発生はこれまで確認されておりません。 

 次のページの３のところに見直しの方向としておりますが、これまでの検査結果などを

踏まえまして、検討をしております。 

 （１）ですが、令和２年度に動物衛生課において、ここ、括弧書きで記載しています。

家畜の伝染性疾病に係るサーベイランス検討会というものを設置しております。こちらで、

これまで国内で行ってきている各疾病のサーベイランスについて、順次見直しを検討して

いくということとしておりまして、本年度に関しまして、こちらに記載しているめん羊及

び山羊の伝達性海綿状脳症サーベイランスの見直しに係るワーキンググループというもの

を設置し、国内のめん山羊のＴＳＥリスクに応じたサーベイランス体制へと効率化を図っ

ていくため、見直しの議論を開始しております。 

 （２）ですけれども、11月に開催いたしましたワーキンググループの議論におきまして、

12月ですね、すみません、12月に開催したワーキンググループの議論において、めん山羊

等のＴＳＥ検査対象月齢について、12か月齢から18か月齢以上に引き上げることが妥当と

されたところでございます。 

 そのため、（３）ですが、今後、サーベイランス検討会にその旨を報告し、令和４年度

からサーベイランス体制を変更したいと考えております。このため、令和３年度中に施行

規則や検査マニュアルなど、必要な部分についての改正など、所要の手続を行いたいと考

えております。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○山口小委員長 ありがとうございました。 

 それでは、本件につきまして、委員の皆様から御意見や質問等ありましたら、お願いい
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たします。ありませんでしょうか。 

 私の方から１点確認したいんですけれども、今回、資料の中では、平成15年以降は18か

月未満は発生ないんですけれども、過去に18か月未満で発生というのはあったのかという

ことと、今回、ワーキンググループのお話もありましたけれども、岩丸先生もいらっしゃ

いますけれども、18か月に引き上げた考え方のようなものがあれば、岩丸先生の方から、

御説明してもらえますでしょうか。 

 以上です。 

○青山課長補佐 事務局から、まずは発生の状況について御説明したいと思います。その

後、ワーキンググループ、岩丸先生にグループ長を務めていただいておりまして、また、

福田先生にはグループ長代理ということで参加いただいておりますので、先生方から科学

的なところからの御意見を頂ければと思います。 

 発生の状況ですが、平成15年の表のところでは、平成15年に３頭ございまして、今36か

月齢と記載しているのが最初に患畜とされたものということで、脚注を付けております。

このほかにいる２頭のうち１例が18か月齢よりも若かったということで聞いておりますが、

正確な月齢についてはちょっと記録として確認ができておりません。 

 また、それ以前となりますと、全部の陽性の頭数が59例ございますが、そのうち２例の

み、18か月齢よりも若かったということが確認できております。ですので、全体でいうと、

平成15年よりも前でいえば、3.3％の確率となっております。 

 事務局としましては、過去、こちらの合計３頭、いずれも発生農場でほかに患畜が見つ

かっているような、汚染が比較的高い農場での発生というふうに捉えておりまして、特に

平成15年より前の２事例については、発生しためん山羊の子供、産子だったというふうに

記録がされております。 

 こうしたことから、当時の汚染状況の中でのこの発生率で低い状況でありますし、現状、

清浄化がかなり進んでいる中では、それほど若齢での発生が確認されるリスクはないとい

うふうに考えておりますが、先生方の方から、また議論を頂ければと思います。よろしく

お願いいたします。 

○岩丸委員 岩丸です。 

 事務局の方から御説明がありましたが、平成15年より以前はスクレイピー汚染状況が非

常に認められているような状況であったと考えられるのですが、平成23年、つまり2011年

以降、10年以上経過していて、その間に4,000頭以上の検査を行い、摘発されたのが非定
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型スクレイピー２例でした。御存じのように非定型スクレイピーの好発年齢はここでは

5.5歳、論文では6.5歳というような論文もありますが、非常に高い年齢の動物で摘発され

ることが多いことが知られています。 

 以上を考え合わせますと、12か月齢から18か月齢に引き上げた際に何かを見逃す、スク

レイピーを見逃す確率は低いと思われます。今一番気を付けなければならないのは非定型

スクレイピーなのかもしれませんが、そこを見逃すことは非常に確率としては少ないので

はないかと判断しております。 

 福田先生、お願いします。 

○福田委員 北海道の畜産試験場の福田です。 

 私も岩丸先生と意見同じですが、ＢＳＥと違って、人畜共通感染症ではないということ

も踏まえて、あと過去の例も、先ほど説明あったように、汚染度のひどい農場であったと

いうことを踏まえて、今の現状で言えば、12から18に上げても、患畜が出た場合に見逃す

ことはないだろうというふうには私も考えております。 

 以上です。 

○山口小委員長 今、岩丸先生と福田先生からも御説明ありましたけれども、今のも踏ま

えまして、何か質問、御意見ありますでしょうか。 

 

ないですかね。 

 それでは私の方から、12から18か月に引き上げた時に、羊や山羊の場合、個体識別番号

というのがあるわけではないので、月齢の確認については、これまでも歯とかで確認して

きたと思いますが、今後、何か資料としてお示ししていくのかというところと、月齢を引

き上げた場合に、今毎年四、五百頭の検査やっていますけれども、どれぐらいサーベイラ

ンスの数が減るのかというところをもし分かればと、教えてください。 

○青山課長補佐 事務局でございます。 

 月齢の判別ですけれども、ワーキンググループの中では、都府県の方々も３名御参加い

ただいて議論いただいていまして、現場での現状の月齢の把握の仕方ですとか、今後、18

か月齢になったときにどういったことが考えられるかというところの意見を伺っておりま

す。 

 現場では、所有者の方が月齢をある程度把握されていることが多いということで、それ

に基づいて現状を把握しているということから、都道府県は、引き続きそれに基づいて、
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18か月齢ということの把握はそれほど難しくないのではないかというような御意見ござい

ました。 

 また、事務局といたしましても、各国、他国においては12か月齢や18か月齢の区別とい

うのを歯列の判別で行っているというような情報、公表情報もございますので、そういっ

たものや学術論文などを参考にさせていただきながら、一定の目安を都道府県に対して、

御案内してまいりたいと考えています。 

 また、次の質問の頭数がどのぐらい変わるかというところですけれども、ちょっと月齢

の細かい分布について確認できる範囲で、令和２年度の実績について検討したところ、山

羊については、全体の頭数346頭のうち38頭ということで、11％が12か月齢から18か月齢

に入っているだろうと。この部分が、今後検査対象外になる、おおよその割合ではないか

と考えられます。 

 また、めん山羊についてもほぼ同じでして、189頭の頭数の中で確認したところ、12か

ら18に該当したものが21頭ということで、こちらも11.1％ということで、ちょっと細かい

データが確認できないところは排除されている動物もございますが、ざっと見たところで

は、こうした10％程度の頭数が今後検査対象外になるのではないかというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○山口小委員長 分かりました。ありがとうございます。 

 そのほか、御質問、御意見ありますでしょうか。 

○八谷委員 湘南リサーチセンターの八谷です。 

○山口小委員長 八谷先生、お願いします。 

○八谷委員 今の御質問と関連するんですが、めん山羊に関しては、確かにその月齢とい

うのをある程度把握できるというのはそのとおりだと思うんですけれども、恐らく食品

等々のリスク、安全性は鹿が問題で、鹿のほとんどが野良じゃないかなと。飼われている

というよりは野良の山の中にいるような鹿だと思うんですけれども、そういう場合の月齢

という感覚がちょっと私、理解できなくて、これはおっしゃったように歯とかでやられる

のかなという、単純な素朴な疑問なんですけれども。そういった場合、例えばめん山羊等

というのは分かるんですけれども、めん山羊とそれと鹿のリスクというのはやはり、万が

一起こったときのリスクというのは鹿の方がはるかに大きいという場合に、この一緒くた

でこういう月齢の線引きをしていいのかなというのが少し疑問に思ったので、その辺のお
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考えを教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○山口小委員長 事務局の方、お願いします。 

○青山課長補佐 事務局でございますけれども、現状、鹿として、この農場における検査

の仕組みの中で検査されている鹿については飼養されている、養鹿場が幾つかございます

ので、そちらで飼養されているものだと把握しております。 

 一方で、普通の野生の鹿でございますけれども、鹿については、農林水産省の野生動物

のサーベイランス事業の中で事業としてサーベイランスを行っているものがございまして、

こちら、岩丸先生に事業を御担当いただいていますので、その辺りで、岩丸先生から鹿で

のＣＷＤの検査、サーベイランスのことで補足いただけることがあれば、お願いしたいと

考えています。 

 以上です。 

○山口小委員長 分かりました。 

 岩丸先生、お願いします。 

○岩丸委員 岩丸です。 

 事務局に御説明いただいたように、このサーベイランスの方は展示動物であったり、あ

るいは飼養の鹿であるということで、野生の鹿に関しましてはおよそ３年ぐらい前から別

の事業で、地域は限られているんですけれども、兵庫県と北海道で、大体合わせまして年

間100～150頭の検査をしております。そして、今まで見つかったことはございません。そ

ういう状況です。 

 以上です。 

○山口小委員長 分かりました。 

 八谷先生、よろしいでしょうか。 

○八谷委員 承知しました。ありがとうございます。 

○山口小委員長 岩丸先生にお伺いしたいのですが、今のところでＣＷＤの場合の月齢は、

日本では発生はありませんけれども、海外の発生の場合ですと、発生月齢というのはどの

ようなものなんでしょうか。 

○岩丸委員 岩丸です。 

 資料にも記載されていますが、大体３～５歳と、ＣＷＤの好発年齢はされておるようで

す。 

○山口小委員長 分かりました。ありがとうございます。 
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 ほかに、御意見、御質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 なければ、この見直しについて、12か月から18か月に引上げるということについては異

論なしということでよろしいでしょうか。 

 ないということで、異議なしとして進めたいと思います。 

 続きまして、次の議事に移りたいと思います。議事５の食品製造工場から発生する畜水

産残さの飼料利用に関する見直しについて、事務局の方から御説明お願いします。 

○吉戸課長補佐 それでは、事務局から御説明させていただきます。畜水産安全管理課の

吉戸です。よろしくお願いいたします。 

 私の方からは、資料５、17ページからですけれども、こちらに基づきまして、食品製造

工場から発生する畜水産残さの飼料利用に関する見直しについて、御説明させていただき

ます。 

 これまでも、飼料規制の見直しに当たっては、プリオン病小委に御報告させていただい

て技術的助言を頂いてきたところですけれども、今回もそれと同じように技術的助言を頂

きたいというものです。 

 では、見直しの概要について、まず、冒頭の点線の枠内に書いておりますところから御

説明させていただきます。 

 現在、カット肉や食肉製品を原料として扱う食品製造工場、例えば冷凍食品工場などで

すけれども、そういったところから出る工程残さについては、反すう動物由来のものと分

別管理することを前提に豚・鶏・魚の飼料への利用が認められていますが、実態上、ほと

んど飼料利用されていないという状況にあります。 

 今回、これまでのリスク管理措置及びその遵守状況並びにそのリスクに鑑みまして、反

すう動物由来のものと分別することなく、エコフィード製造事業場で処理して、豚・鶏・

魚の飼料に利用できるようにする見直しを行うというものです。なお、従前と変わらず、

反すう動物以外の家畜に限って利用できることとするというものです。 

 １番、背景及び現状です。（１）ですが、平成13年９月、我が国でＢＳＥの発生が確認

されたことを受けて、ＢＳＥの感染源となり得る肉骨粉などの動物由来たんぱく質の飼料

利用を原則禁止としました。その後、飼料規制等リスク管理措置を徹底した上で、また、

我が国におけるＢＳＥ発生リスクの低下や科学的知見等を踏まえて、順次規制の範囲を見

直してまいりました。 

 資料21ページ目にちょっと飛びますけれども、21ページ目、御覧ください。 
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 こちらの上の方の図ですけれども、ここで飼料規制の体系について御説明させていただ

きますけれども、飼料規制は、１、ＢＳＥの感染源となり得る原料、動物由来たんぱく質

の飼料利用を規制することというのと、２、牛用飼料とその他飼料の分離（ライン分離）、

こちらの２つを基本としております。 

 これは、牛の肉骨粉などの動物由来たんぱく質がＢＳＥの感染源になった可能性がある

ことから、肉骨粉などを牛用飼料に利用することを禁止するというのはもちろんですけれ

ども、これに加えて、規制対象の動物由来たんぱく質が流通のどこかの工程で混入するこ

とでそういったものが回り回って牛に給与されることがないようにということで、飼料の

製造、出荷、運送、保管、給与の各段階でラインを分離する、こういったことによって、

対策を万全に期すためというものです。 

 同じ21ページの下の方を御覧いただきたいんですけれども、こちらは飼料の交差汚染防

止対策を示したものですけれども、左から原料収集先となりますと畜場、それから右にレ

ンダリング事業場、こちらはと畜残さを処理して肉骨粉等にする化製場です。その右が配

合飼料製造事業場、そしてその右がその飼料を給与する農家というふうになっております

けれども、このそれぞれで取っている対策というのが下の方に吹き出しで書いてございま

すけれども、例えば、と畜場などでは、豚の肉骨粉の原料になるような豚の残さに牛由来

の残さが混入しないように原料を分別管理するですとか。それから、右、黄色い枠の中で

すと、レンダリング事業場では、豚の処理ラインを牛の処理ラインと物理的に分離する。

それから、その右の緑の吹き出しでいくと、配合飼料製造事業場ですけれども、牛用飼料

とそれ以外の飼料の製造ラインを物理的に分離する、あるいは、その牛用飼料の製造ライ

ンでは動物由来たんぱく質は扱わないということ。それから、もう一つ右、農家段階では、

青い四角ですけれども、表示により誤用・転用を防止するなど、複層的にリスク低減対策

を講じています。こういった対策の遵守状況については、立入検査などを通じて確認を行

うなど、実効性の確保も一緒に併せて行っております。 

 今回の検討対象というのは、食品製造工場、例えばハムやソーセージなどの食肉製品の

製造工場あるいは冷凍食品工場など、こういったところから発生する残さの扱いについて

ですけれども、これについて、現状から御説明いたします。 

 資料19ページ目に戻っていただきまして、別添１を御覧ください。 

 食品製造工場から発生する畜水産残さの飼料利用に係る規制見直しは、平成26年５月に

初めて行いました。なので、この別添１の上と下、この26年５月の改正前と後で上と下に
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示しております。 

 まず、別添１の①、上の方ですけれども、平成26年５月以前のルールでは、この図の上

の左の方を見ていただきますと、と畜場や食肉処理業の残さ、エキスの残さ、基本的には

不可食部位で、赤い矢印となっておりますけれども、こういったものについては、反すう

動物由来のものが混入していないということを条件に、右のレンダリング事業場というと

ころに矢印が行っていますけれども、豚・鶏肉骨粉等の製造事業場、レンダリング事業場

で処理をして、豚・鶏・魚の餌に利用できることとしていました。 

 それから、同じ、この①の図の下の左の方ですけれども、食品関連事業場から排出され

る余剰食品等、青い矢印が、右に伸びているのがありますけれども、余剰食品等、例えば

スーパーのような食品小売業で売れ残った肉を含むようなお弁当、総菜パン、レストラン

のような外食産業の調理残さや食べ残しなど、人が食べられる部位のみに由来する残さ、

その青い矢印ですが、こういったものについては、反すう動物由来のものの混入の有無に

かかわらず、エコフィード製造事業場、こちらいわゆる食品残さ利用飼料の製造事業場で

すけれども、ここで処理して、豚・鶏・魚の餌に利用できることとしていました。 

 次、１－②、下の図を見ていただきたいんですけれども、こちらが平成26年５月の改正

以降のものです。こちらでは、従前に加えて、図の真ん中辺りに緑のマーカーで示してい

るラインになりますけれども、食品製造業から発生する残さの飼料利用を再開いたしまし

て、具体的には食品製造業、ハムやソーセージなどの食肉製品の工場ですとか、冷凍食品

などの食品製造工場から発生する動物由来たんぱく質を含む残さで、製造工程から出てく

る残さ、工程残さと言いますけれども、これについても反すう動物由来のものが混入して

いないことを条件に、豚・鶏肉骨粉等の製造事業場又はエコフィード製造事業場で処理し

て、豚・鶏・魚の餌に利用することができるようにする見直しを行いました。 

 この、ここで言う工程残さというのは最終製品になっていないものを言っておりまして、

例えば、食肉製品の工場であれば、原料肉の成形の際に出てくるような残さ、冷凍食品の

工場であれば、冷凍ハンバーグの型崩れ品などが該当します。 

 続きまして、１－③、次のページ、20ページの上を御覧ください。こちら、一方、先ほ

どの26年５月のような見直しを行った後なんですが、この赤い点線がありますけれども、

ここの赤い点線の部分、制度上使ってもよいということにはなったのですが、実態として

はこういった飼料利用はほとんどありません。というのは、大臣確認の主な要件として吹

き出しで書いていますけれども、反すう動物由来のたんぱく質を扱わない工程から排出さ
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れた残さのみを受け入れることが要件となっておりまして、実態としては、冷凍食品など

を製造するような食品製造工場で牛肉だけを別のラインで扱うということは一般的ではあ

りませんので、こういったことで、実態としては、こういった牛肉だけを含まないような

残さとして飼料利用をするということはほとんどありません。 

 一方で、近年は、飼料関連事業者や畜産関係者から、食品リサイクルの推進ですとか飼

料コストの低減化の観点で、規制を適正化して、食品残さの飼料利用を推進したいという

要望が一層高まっている状況です。 

 見直しについてです。１－④、20ページ目の下側の図を御覧ください。 

 真ん中に今回の見直しというふうに書いてございますけれども、食品製造業、食品製造

工場のうち、原料としてカット肉や食肉製品を受け入れる工場、例えば冷凍食品工場、製

パン工場、即席麺工場から発生する工程残さに含まれる動物由来たんぱく質を、反すう動

物由来のものと分別することなく、エコフィード製造事業場で処理して、豚・鶏・魚の飼

料に利用できるようにする見直しを行うというものです。 

 このような食品工場というのは、枝肉を扱わない食品工場、基本的には、原料をカット

肉や食肉製品として受け入れて、食品を製造する工場ですので、ここの工場の中で扱うも

の自体は上にあるような余剰食品と同じようなもので、既に豚・鶏・魚の餌として利用で

きる余剰食品に含まれる動物由来たんぱく質と同等なものです。 

 初めに御説明したように、飼料規制の体制を前提とすれば、これらのものを認めたとし

てもこれらがＢＳＥの感染源になる可能性は極めて低いというふうに考えられます。この

ため、今回、関連通知を改正して、これらの工程残さも余剰食品と同様の条件で豚・鶏・

魚の餌に利用できるようにするという見直しを行いたいと考えています。 

 なお、見直し後も、ＢＳＥ飼料規制の実効性を確保するため、動物由来たんぱく質を含

む飼料が反すう動物用飼料に混入したり、反すう動物に誤用・転用されたりすることがな

いように、引き続き遵守指導を徹底してまいります。 

 なお、今後の進め方についてですけれども、本日、本委員会で委員の皆様から技術的御

助言を頂きましたら、そういった御意見を踏まえまして、今後、農業資材審議会飼料分科

会に見直しについて報告をいたします。その後は、通知改正等の必要な手続を行うという

ことになります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○山口小委員長 ありがとうございました。 
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 それでは、本件につきまして、委員の皆様から御意見や御質問ありましたら、お願いし

ます。先生方、いかがでしょうか。 

なければ私から、先ほど説明ありましたように、既に豚・鶏・魚に利用できるものであり、

これら工程残さも余剰食品と同じような形で利用できるようにということなんですけれど

も、ちょっと先ほど説明で聞き取れなかったところもあったんですけれども、具体的には

どのようなものがこれに該当するというふうに想定されるのでしょうか。 

○吉戸課長補佐 御説明します。 

 今回、見直しで認めるという案にしているものは、食品製造業のうち、食肉製品ですと

かカット肉を原料として受け入れて食品を製造する事業場からの工程残さです。具体的に

は冷凍食品の工場ですと、現状余剰食品として扱っているものは、出来上がった製品にな

っている、例えばハンバーグであったり、コロッケであったり、そういったものですけれ

ども、その工程から出てくる、製品になり切っていないようなもの、型崩れのハンバーグ

ですとか、あるいは加熱する前のシュウマイの残さであったり、そういったものは今まで

工程残さということで、牛肉が入ってたら使えないということになっています。そういっ

たものを今回、反すう動物の、牛由来のものが、牛肉が入っていても使えるようにすると

いうことです。 

○山口小委員長 分かりました。 

 そのほか、質問や意見はありますでしょうか。 

 入江先生、お願いします。 

○入江委員 家畜改良センターの入江です。 

 質問ではないのですけれども、私、エコフィードの研究をやっていました。この工程図

を見ると複雑で皆さんなかなか理解できないのではないかなというふうには思うのですが、

現状では非常にうまく分別されていて、反すう動物由来食品とかは、もちろん反すう動物

にやれないということでしっかり守られています。 

 今、実際に資料に上がっている改正案では、今後もいろいろ了承が必要ということはあ

るのですが、例えば先ほどおっしゃられたハンバーグのようなものを豚にやるというのは

従来から行われていましたし、現状の工程ではやれなくなっています。これらが有効に利

用されるというのは、私は、リスクも非常に低いですし、賛成いたします。 

 以上です。 

○山口小委員長 ありがとうございます。 
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 今のところも含めまして、ほかに御意見ありますでしょうか。 

 エコフィードは、利用できるものをきちんと利用できるようにするということで、今の

時代の流れに沿っているというふうには思います。そういう中できちんとリスク管理措置

とか、そういうところが遵守されているという、飼料工場も含めて大事なのかと思うんで

すけれども、この参考資料の23ページのところなんですけれども、ＦＡＭＩＣによる製造

事業場への立入りや、都道府県の立入りという中で一部指導件数とか、違反はないのです

けれども、指導件数はありますが、具体的にはこの指導というのはどのようなものがあっ

たのかということと、この違反件数というのは、これではゼロですけれども、違反という

のはどういうものが該当するるのかというところを、教えていただければと思います。 

○吉戸課長補佐 資料23ページの上の図ですけれども、上の方、ＦＡＭＩＣによる飼料製

造事業場への立入検査状況の方で申し上げますと、例えば、こちら、調査する対象という

のは、例えば肉骨粉を製造する事業場であったり、配合飼料を製造する事業場であったり

なんですけれども、この具体的に指導したものというのは、例えば帳簿の備付けの不備、

これ、具体的には、帳簿の記載事項の不備ですとか、保存の不備。あとは表示の不備、表

示票が添付されていなかったですとか、あとは配合飼料の工場で飼料等の保管、輸送等に

おける取扱いの不備。具体的には、例えばＡ飼料、反すう動物用の餌とそれ以外の動物用

の飼料の保管場所が近いとか、そういうことで、間違ったら交ざってしまうかもしれない

というふうな可能性があったというようなものであります。実際には、ここは、こういっ

た指導対象だったものについては改善指導を行いまして、必要な是正措置が講じられてお

ります。 

 どういったものが実際に違反に当たるかということですけれども、反すう動物の餌の中

には動物性たんぱくが入っていてはいけないんですけれども、そういったものを収去して

きて、検査したときに分析をすると、牛の餌の中から豚の肉骨粉、豚由来のたんぱくが検

出されるとか、そういったことが違反に該当します。 

○山口小委員長 分かりました。ありがとうございます。 

 もし、なければ、見直しについては。 

 どなたかな。 

○岩丸委員 動衛研、岩丸です。 

○山口小委員長 岩丸先生、お願いします。 

○岩丸委員 質問なのですが、教えていただけますか。よく理解していないための質問か
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もしれませんが、別添１の④で今回の見直しが、食品製造業のところに吹き出しが出てい

るのですが、食品小売業、外食産業は、今回見直しを行わない何か理由というのは何かあ

るのでしょうか。もし、分かれば、教えていただけますでしょうか。 

○吉戸課長補佐 御説明します。 

 食品小売業、外食産業の矢印は、今も青になっているんですけれども、ここ、工程残さ

というのは、具体的には、例えば小売業の工程残さというとお弁当、総菜とかをスーパー

で作ったりする残さであったり、あと外食産業ですと調理残さなんですけれども、こうい

ったものは今も既に余剰食品、人の可食部位だけということで、今も既に反すう動物が入

っているものも利用を認めているという状況ですので、今回改めて見直しを行う対象には

していないということです。 

○岩丸委員 ありがとうございました。 

○山口小委員長 そのほか、ありますでしょうか。どなたかありますか。 

 なければ、見直しについては異論なしということでよろしいでしょうか。皆さん、よろ

しいですか。 

 そうしましたら、異議なしということで進めさせていただきます。 

 それでは、全体を通しまして、委員の皆様から御意見、御質問はありますでしょうか。

ありませんか。特になければ、本日の議題は終了となりますけれども、よろしいでしょう

か。 

 そうしましたら、少し時間的には早いのですが、本日の議題はすべて終了しましたので、

ここで進行の方を事務局の方にお返ししたいと思います。 

○星野家畜防疫対策室長 山口先生、ありがとうございました。 

 本日は、大変御熱心な御議論を頂きまして、先生方、ありがとうございます。 

 それでは、本日御議論いただきました御意見を基に、今後も中身の方について検討を進

めていきたいというふうに思います。 

 それでは、閉会に当たりまして、課長の石川より御挨拶を申し上げます。 

○石川動物衛生課長 動物衛生課長の石川でございます。 

 本日は長時間にわたりまして、熱心な御議論を頂き、ありがとうございました。 

 今後も、ＢＳＥコードの改正ですとか、ＢＳＥに関する国際的な情勢について情報収集

を行うとともに、科学的根拠に基づいたリスク管理措置の実施に努めてまいりたいと考え

ております。また、今後も委員の先生方の御助言を頂きながら、適切な飼料規制、ＢＳＥ
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の検査体制を継続し、本病のステータス維持に万全を期していきたいと思っております。 

 今後とも、先生方の御指導、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。本日はあり

がとうございました。 

○星野家畜防疫対策室長 それでは、これをもちまして、食料・農業・農村政策審議会第

14回のプリオン病小委員会を開催いたします。ありがとうございました。 

午後３時２８分 閉会 


