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第4回 食と医療の安全に関わるプリオン病の市民言葺座 -BEヤブ､イフp3.e､コ義■ンJエP


2010年 1 1月23日､食と医療の安全に関わるプリオン病の市氏

講座実行委員会の主催により､第 4回プリオン病の市民講座が

東京大学にて開催されました｡

この市民講座は､プリオン病における現状と今後の展開につい

て､行政の担当者や研究者などの専門家が一般市民向けにわか

りやすく解説することを目的として2 007年より毎年開催されています｡

前号に続き､今回は第 2部 ･第3部の内容をご紹介致します｡

<第 1部 >司会 :毛利東部氏 (動物衛生研究所) 

◇｢口蹄疫と防疫｣津田知事氏 (動物衛生研究所) 

◇｢動物インフルエンザ研究｣西藤岳彦氏 (同上)

<第 2部 >司会 :上田 宗氏 (ヤコブ病サポートネットワーク)

◇ ｢食品行政における動物由来感染症対策｣

道野英司氏 (厚生労働省) 

◇｢家畜衛生と畜産物の安全｣川島俊郎氏 (農林水産省)

<第 3部>司会 :水洋美洋氏 (東京医科歯科大学)

◇ ｢ BSEの基礎と研究｣横山 隆氏 (動物衛生研究所)

◇ ｢プリオンの試験管内増殖法の研究｣村山裕一氏 (同上) 

◇｢ヤコブ病の克服研究｣堂浦克美氏 (東北大学)

<第 4部 >総合討論

第2部 司会 :上田 某 氏 
(ヤコブ病サポートネットワーク)

｢食品安全行政における

動物由来感染症対策｣

道野 英司 氏 
(厚生労働省医薬食品局

食品安全部監視安全課)

■ と畜検査と食鳥検査

と畜場法は､食品安全のほかに､もう一つの目的として環境衛

生という観点から､場所を限定して獣音の処理を行うことを目的

にしている｡規制の対象の家畜は牛､馬､豚､めん羊､及び山 
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羊である｡食鳥についても､｢食鳥処理の事業の規制及び食鳥


検査に関する法律｣という制度があり､検査対象になる家きんは


ニワトリ､アヒル､七面鳥である｡七面鳥は国内での処理実績は


ないが､輸入の七面鳥の規制のため国内にも規制がある｡


と畜検査は都道府県の職員の獣医師が検査を担当している｡


獣畜自体は､生きて搬入され､はじめに生体検査が行われる｡こ


の検査で ｢特定の疾病｣の場合は､ときつ禁止ということになる｡


また､とさつ後の解体前検査等で疾病や異常が見つかれば､さ


らに精密な検査を行い､問題があれば一部廃棄､全部廃棄とい
 一ヽ  
うような流れになる｡このような検査に合格したものが､枝肉や内

臓として市場に流通するということになる｡

食鳥についても基本的には同じような流れで､これも､原則とし


ては都道府県の職月である食鳥検査員の獣医師が検査を行うが､


都道府県が獣医師会などの指定検査検閲にこの食鳥検査を委


任することができる制度になっており､一部自治体では､その委


任先の指定検査機関が獣医師を雇い入れて検査をしているとこ


ろもある｡


と畜場法の対象になっている病気は､まず BSE､口蹄疫､炭症､


狂犬病､豚コレラなどの家畜の伝染病があり､と畜場で発見され


た場合には､家畜伝染病を統括している家畜保健衛生所-過


報する｡それ以外の家畜伝染病に指定されていないような家畜


の病気､また潤滑油の付着､その他厚生労働省で定める異常と


して､外傷や炎症､変性､奇形についてもと育検査の中で発見し､


排除していく仕組みになっている｡


食鳥検査に関しても同じく家畜の伝染病､それ以外の疾病､ ~ヽ
外傷､炎症等を対象にしている｡検査の結果､人-の感染性が

確認されている病気に関しては当然ときつ ･解体の禁止､全部

の廃棄となる｡また人への感染性が否定されているような疾病 ･

異常の場合､病気の部位が限定されているというケースでは､病

変部位の廃棄ということになる｡また､感染性がはっきりしないも

のについては､基本的にときつ禁止､全部破棄という措置になる｡

牛は国内で､年間 120万頭位がときつ解体処理されている｡と


きつ解体禁止の措置を取られた牛はごくわずかで､多くが一部


廃棄である｡一部廃棄は炎症などの非常に小さなもの､限定され


たものを含めての数字になる｡また､食鳥検査の結果は､プロイ


-ラーが典型的で処理羽数が約 6億4千万羽だが､全部廃棄とい

うのは 1%以下､一部廃棄がおよそ 3%である｡ニワトリもごく一那

の膿器などに異常があるため､一部廃棄されるということが多い｡

■ 食中毒の発生状況


ところが､食中毒というのは今まで説明したような動物で明らか
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な疾病を示すものばかりによって起きているわけではない｡と畜検

査､食鳥検査で排除されているため､動物に明らかな病気を起

こすような疾病が､食中毒の原因になることは実は少ない｡むしろ､

あまり家畜の病気としては注目されていない､自然に家畜が消化

管内に持っているような病気を起こさない細菌が食肉を汚染して

食中毒を起こすということが､現在の食中毒の大部分とご理解い

ただきたい｡

食中毒の原因として､21年度はノロウイルスが一番多く､次が

カンピロバクターである｡原因食品としては肉類ばかりではなく､

魚介類や野菜もある｡動物に疾病を起こさない食中毒の原因と

して注意が必要なのは､例えば､腸管出血性大腸菌は､家畜で

コントロールしなければいけないメジャーな病気ではなく､腸管の

中にいる細菌であるが､と畜解体処理のときに､その消化管の内
/I

容物や汚染されている表皮から枝肉を汚染することで起こる｡そ

ういったことが起こらないように規制､管理もしているが､やはり汚

染物質をOにはできない｡カンピロバクタ一については食中毒の原

因食品として多いのは鶏肉だが､バーベキューで生焼けの牛肉

を食べて発生することがある｡サルモネラの原因の多くは卵だが､

数年前に卵に関しては家庭で冷蔵するよう表示規制をかけたので､

食中毒の件数は減ってきている｡このサルモネラに関しても､ニワ､

トリにとっては大きな伝染病を起こすというような菌ではない｡また

カキの場合にはノロウイルスを消化管内にろ過してためこむ性質

があり､生カキで事故が起こるが､実際には人の腸管の中だけ

で増えるウイルスであり､例えば調理従事者の方の手などを通じ

て食品が汚染されていくO必ずしも原因はカキばかりではなく､む

しろ近年は人を介した食中毒が多い｡腸炎ビブリオに関しては､

夏場に海水や泥に増える菌で､魚を十分に水で洗浄しない､もし

くは海水を使って洗浄した場合に､魚の表面を汚染し､それが

調理の過程で肉を汚染し､また温度管理が悪いと食中毒を起こ【ii
すことがある｡

私どものほうでは､政府広報などを使って夏場の食中毒予防と

して広報をしている｡この中で予防の3原則として､｢つけない､

増やさない､やっつける｣がある｡やっつけるというのは加熱して

殺菌するという意味で､増やさないというのは温度の管理をしっ

かりすること｡またつけないというのは､例えば肉を調理した器具

をそのまま生で食べる食品の調理に使用をしないということを言っ

ている｡

このように､食中毒で現在問題になっているのは､家畜で感染

が広がっている感染症より､むしろ疾病の検査では見つからない

病原体が食品としての処理の過程でいろいろな汚染防止対策を

くぐり抜けて､食品を汚染していくことが食中毒を起こしている｡そ

のため実際に調理や加工する方々､家庭で調理する方に､注意

をしていただくということが必要である｡また､生食に関してはやは

りお年寄りや乳幼児､若齢者には､感染して発症した場合に､重

症化､死亡例も出てきゃすいので､周りの人も含めて避けてほしい｡

■ 国内BSE対策

国内のBSE対策については､と畜検査の制度の中で行って

いる｡食品安全対策は基本的には厚生労働省が担当しており､

現場では都道府県の食品衛生検査所などが､と畜場での検査

をBSEの検査も含めて行っている｡食肉になって流通すると食品

衛生法によって規制される｡ 

BSEの牛に関しては､異常プリオン蛋白が原因になっている｡

異常プリオン蛋白が蓄積される部位は決まっており､牛の脳､眼球､

扇桃､脊髄､回腸遠位部など特定危険部位とされる組織LL=偏在

して蓄積されることが分かっている｡基本的なBSE対策の考え

方としては､検査でBSEと診断されるような牛は排除をする｡また､

検査が陰性であっても､検査で陽性にならないレベルで異常プリ

オン蛋白が蓄積されTVる可能性があるので､ S加)､ 特定危険部位 (I

は除去 ･焼却するということになる｡ 

BSE検査については､リスク評価の結果も踏まえて､現在は 

21カ月以上の牛が検査の対象になっている｡スクリーニング検査

をした後､最終的には精密な検査を行い診断をしていく｡全頭検

査が始まったのは平成 13年で､今までに1.115万頭の検査をして

いるが結果として､と畜場で食肉処理をする際に見つかった 

BSEの牛は21頭である｡それ以外に農場で飼われている段階

の検査で見つかったものがさらに15頭あり､合計36頭というのが

日本の発生状況になる｡平成 13年に肉骨粉の飼料への使用は

完全に禁止という飼料規制の強化や､SRMの除去処理が始ま

った｡それ以降に生まれた牛に関しては､BSEに感染した牛は

見つからないと思われた (実際には翌年 1月に生まれた牛が最終

発生例)0 
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日本の BSE規制は非常に厳格と言える｡国際的にはプリオン

が出たところで､S RMの除去さえしていれば基本的には安全は

確保されるのではないかというような考え方もある｡ヨーロッパでは

一部､食肉検査を行っているが､アメリカは食肉検査ではまったく

していない｡サーベイランスでは､疑わしい牛だけ検査しておけば

良いという考え方である｡日本では食肉検査をしており､対象は 

21カ月齢以上｡同じような仕組みを持っている EUでは､一番は

じめにたくさんの BSEの牛が出たイギリスも含めて 17カ国が､現

在は 48カ月齢以上の牛を対象に BSE検査をしている｡S RMに

関しても､日本の場合は月齢条件を設けずに全てに行っている｡

ほかの国については､月齢条件を設けている｡こういった見直し

については､ヨーロッパでは､2 001年から 2007年の検査結果を

分析 ･解析して､BS Eの陽性牛はいないだろうという評価をして 

48カ月齢に見直している｡また､BS Eに感染しても検査で陽性に

なるのは､かなり遅い時期であり､潜伏期間の最後､9 7%経過し

た後になって陽性と出る｡感染牛の一番短い潜伏期間は､実験

で45カ月間ということは分かっており､そこから算出すると少なくと

も33カ月齢までは検出されないだろうといわれている｡現状では､

日本は国際的に見るとまだ十分な見直しを行っていないが､新た

なBSEに関する知見も分かってきており､規制の見直しも行われ

てきているという状況になってきている｡

｢我が国における家畜

衛生対策について｣

川島 俊郎 氏 
(農林水産省消斉 ･

安全局動物衛生課)

■ 我が国における家畜防疫体制

家畜防疫体制として国かやるべきことは､まず､国内で伝染病

が発生した場合に対応について企画 ･立案､調整 ･指導を行う

ことがひとつ｡また､水際検疫として海外から入ってくる生きた家畜､

畜産物をきちんと検疫をして､海外からの疾病の侵入防止を図る

ということで､動物検疫を行っている｡都道府県では､国内で伝

染病が発生しないように予防措置や､万が一発生した場合の蔓

延防止措置を行う｡各都道府県には､いわば実際の第一線機関

になる家畜保健衛生所が設置されている｡全国で 172カ所､ 

2(和名強の獣医師が配置をされておりX ､生産者に注意を呼びか

けている｡家畜保健衛生所は､各県最低 1カ所設置することが別

の法律で定められている､いわゆる必置横閑である｡

伝染病防疫のための措置を行う際の法律的な根拠が､家畜

伝染病予防法である｡概要は大きく 5つに分けられ､まず､伝染

病が発生しないようきちんとした検査をすること｡発生があった場

合には届け出をする｡また､病気の種類によっては強制的に殺処 

4

分をする､移動制限を設けて広がらないようにする｡それから一

斉に検疫を行うこと｡さらに国と都道府県が連携して対応にあた

るということのほかに､どうしても殺処分のような強制的な処置を

取る場合には､処分された家畜に対する補償を行う必要がある

ため､国がきちんとした費用負担をするというような規定も書かれ

ている｡また､実際には生産者の方々自らがきちんと伝染病が発

生しないように自主的な措置を取るということも位置づけられている0

法律の中で大きく分けて ｢家畜伝染病｣と､｢届出伝染病｣とい

う2つのグループがあり､家畜伝染病というのは法的な強制措置

を取るということで､口蹄疫と高病原性インフルエンザなどが出た

場合には､当該場所や発生農家の他の家畜を含めて､殺処分

といったような強制措置が取られる｡ほかに伝染病という観点で

は殺処分のような強制的な措置は取らないが､農家の段階で予

防的に､予防的な措置を取るべき場合､あるいは国全体で発生

状況を把握しておく必要があるというものは､届出伝染病という

整理になっている｡

実際に国内防疫を取り組む際､国のほうで特定伝染病防疫

指針といったような具体的な発生にあたっての取るべき指針を定

めている｡例えばきちんと早期発見した場合､早期に届け出ても

らう､定期的に検査する､また発生した場合には感染家畜を殺

処分する｡周辺の農家の生きた家畜についての移動制限･禁止

をする｡あるいは､殺処分といった防疫措置だけでは足りない場

合には､緊急的にワクチンを凄種する｡こういったことをあらかじ

め防衛指針の中で決めておき､いつどこで何があっても､どの県

でも同じような対応､同じ防疫方針が取れるような仕組みを日頃

から準備をしている｡

また､国自身が行う仕事として輸出入検疫があり､国で定めた

指定した空海港以外からは､生きた動物 ･畜産物は輸入できな

いような仕組みになっている｡実際には全国 356カ所に 2人の家

畜防疫官を配置しており､2 4カ所に動物検疫所がある｡

■ 鳥インフルエンザ対策

次に､鳥インフルエンザについて､日本では H5､H7のA型イン

フルエンザウイルスによって起こされるインフルエンザをすべて高

病原性鳥インフルエンザと言っている｡実際には死亡率の高い強

毒のものと､そうではない弱毒のものがある｡国際的には､強毒タ

イプのものを高病原性鳥インフルエンザと言っているが､弱毒タイ

プのものも H5､H7の亜型によるものであれば､放置しておくと強

毒タイプに変化する可能性があるため､すべて高病原性鳥インフ

ルエンザと言って対応をしている｡弱毒タイプの強毒化には実例

があり､アメリカで 1983年に 6カ月間放置しておき 10月に強毒化

に変異した例があり､メキシコでも約 7カ月間放置をしておき強毒

化して変異するといったことが確認されている｡また日本でも茨城

県で H5N2型の弱毒タイプが発生したが､実験的にやはり強毒タ

イプに変異するということが確認された｡弱毒タイプは強奪タイプ 

~ヽ 
 

~ヽ 
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と違いニワトリが死ぬなどの症状が出ないため､むしろ発見が難

しいという面がある｡

治療法がないということで､ワクチンを使えば良いという議論も

あるが､ウイルスの変異が激しく､ワクチンでは完全に感染を防げ

ないということもあり､日本では基本はワクチンを予防的に使うとい

った対応はせず､殺処分による防疫措置を取っている｡なお､ニ

ワトリや鶏卵を食べることでインフルエンザウイルスが人に感染す

ることは基本的にはないといわれている｡

日本では発生国として認めている国からの生きた家きん､生の

ニワトリの肉､鶏肉の輸入は停止をしている｡ロシア､アジア､アフ

リカでは依然として発生が継続している｡韓国でも鳥インフルエン

ザが発生しており､これまでの経験から隣の韓国で発生すると日

本でも発生することが過去 3年間ぐらい起きている｡鳥インフルエ
【i 

ンザの場合は野鳥が北から渡り鳥という形で飛来をするので､韓

国の先にはロシア､モンゴル､中国があり､韓国で出るということは､

常にウォーニングサインとして見ておかなければならない｡

日本の対策としては､海外で発生した場合には輸入を停止す

ること｡また､きちんとモニ9リングをして､侵入をしていないかどう

か常にチェックする､発生した場合には防疫措置を取るといった

対応を行っている｡モニタリングの監視対策としては､定点モニタ､

リングと強化モニタリングを行っている｡定点モニタリングは 1家畜

保健衛生所あたり 3農場の監視である｡強化モニタリングというの

は弱毒タイプが茨城で出たことを受け､幅広い検査の必要がある

ということで､県単位で無作為に選んだ農家から検査をして弱毒

タイプが発生していないかということを常に監視をするという体制

を取っている｡

早期警戒ということで､常に末端の農家の方々にも自ら消毒を

徹底する､あるいは鳥インフルエンザの場合､野鳥対策の防鳥ネ

/- ットなどを徹底してもらう､また､県の危機管理体制をもう一度再

確認するといったことを促している｡野鳥での発生が確認される

度に､都道府県を通じて農家の方々､あるいは畜産関係団体の

方々に､状況の説明と注意を伝えている｡また､万が一発生した

場合に迅速に対応するために､国､県の防疫担当機関自身がき

ちんと机上演習などを連携して行うことを計画している｡ 

{ BSEへの対策

次に､BSEについては､異常プリオンが蓄積する部位は SRM 
(特定危険部位)といわれている｡また､感染経路としては､基

本的には感染牛がレンダリング処理をされて肉骨粉になり､これ

が餌に添加されて他の家畜が摂 .取することで､感染が成立する

可能性があるため､この肉骨粉のところで流れを速断することが

この BSE対策の基本になる｡輸入の肉骨粉は輸入停止をしてお

り､国内で製造される牛からの肉骨粉といったものは全部焼却処

分をして､餌として使うことを禁止されている｡また､厚生労働省

のほうのと畜場の話と同じく､農水省でも農家の庭先で死んでし

まう 24カ月以上の牛については全頭の検査を実施している｡毎

年約 10万頭強の牛の検査をしており､これまで約 14頭の陽性牛

が､この死亡牛検査から見つかっている｡

日本も含めて BSE汚染国は､それ以降飼料規制､検査､ある

いはと畜場での SRMの除去など BSE対策を実施しているところ

であり､世界的にもかなり発生頭数は大きく減少してきている｡こ

のBSEの発生が始まった契機となったヨーロッパですら､最近で

は年間 100頭を切るといった状況になっており､いわゆる肉骨粉､

飼料規制を中心にした BSE対策が実効を上げてきている｡BSE

の対策が取られていくにしたがって､ヒトの変異型クロイツフェルト･

ヤコブ病も同じように減少傾向を取っている｡

我が国では 36頭の陽性牛が確認されているが､飼料規制な

どが効果を出してきて､最近生まれた牛で BSEが確認されるよう

なことはほとんどないという状況になり､確実にコントロールできて

いるだろうと考えている｡

日本､アメリカ､EUのほとんども OIEのランクでも BSEステータ

スでは ｢管理された輸出国｣に認定がされており､そういった対

策の進展に応じて､例えば EUでは SRMである脊柱の月齢につ

いて見直しをしている｡また BSEのサーベイランスの検査対象月

齢についても､それまでの 30カ月齢について 48カ月齢にしても良

いという国も出ており､全体的な流れとなっている｡

第3部 司会 水揮 英洋 氏 

(東京医科歯科大学)

｢BSEの基礎と研究｣

横山 隆 氏 
(動物衛生研究所

プリオン病研究センター) 

-- BSEとは 

BSE(牛海綿状脳症 )の症状は中枢神経が侵されることによ

る神経症状で､行動異常､不安､過敏症が認められます｡BSE

は非常に経過が長く､感染してもすぐに症状は出しません｡中枢

神経系に異常タンパク質が蓄積した後に発症に至ります｡BSE

のプリオンに汚染した動物性蛋白質飼料､肉骨粉などが､汚染 
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源として牛から牛-の伝播を起こしました｡今までのところ､牛を

ときつする前に､すなわち生きている牛をBSEとして診断できる､

またBSEにかかっているかどうかを調べる方法はありません｡牛

を殺したあとに脳を検査しなければこの病気にかかっているかど

うかを判別することができません｡このBSEで一番問題になって

いるのは､食肉を介して人に感染し､変異型のクロイツフェルト･

ヤコブ病 (VCJD)を引き起こしたことです｡

最初にBSEが確認されたのが 1986年｡それから､ちょうど10

年を経て､人-の感染が認められました｡BSEの萎延の原因と

して肉骨粉が相当早くから疑われ､1988年には反第獣由来の肉

骨粉の牛への給与が禁止されました｡それが功を奏し始め､英

国では92年､93年をピークに発生頭数の減少が見られています｡ 

BSEの対策というものは､その実効性が確認されるまでに4年か

ら6年という非常に長い時間を必要とするということがわかります｡

当初は牛の奇病だったが､1990年に牛の特定臓器の人への

食用禁止という制度が導入されました｡これは現行のSRM対策

と同じです｡反袈獣由来の肉骨粉給与禁止だけでは対策は不

十分でした｡牛肉骨粉が含まれたニワトリや豚用飼料の牛への

転用が起こるなど､完全な撲滅には至りませんでした｡その対策

は家畜由来の肉骨粉の禁止､噛乳類由来の肉骨粉の禁止と､

次第に制限が厳しくなってきています｡ただ､幸いなことに世界的

にBSEは収束の方向に向かっています｡｢撲滅｣が近づいている

と言えるかと思います｡これまでに25カ国､18万頭以上の感染牛

が検出され､その平均潜伏期間は4年から6年といわれていますが､

これは高濃度に汚染した場合であり､汚染度が低くなればその

発症の時期も伸びていきます｡

ヒトへの感染も､現在 200名ほどの変異型クロイツフェルト ヤ

コブ病の患者さんが確認されていますが､少なくとも-遺伝子型

の患者さんの発生に関しては終息を迎えているのではか ､かと言

えます｡ 

辰A♯d)JtMJIMの牛へ

日.qlp4 00 0 033 65○00〇〇〇

22 5000 00 00 

の 始 13.★止 
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11 00000550 0 0000 _ 霊 l

B｢■≠用 k'JトZ.lpSEとvCJDの推移■由来MーIMの♯止 l鉦 警 ■ ■■■_ _ _ ー vcJ三,21000 

国内のBSEの状況を説明します｡日本では､約 160万頭の乳

用牛が2万6千戸の農家で飼養されています｡約 270万東の肉用

牛が､同じく9万戸弱の農家の戸数で飼養されています｡BSEは

これまでに国内で36例が確認され､80%弱の28例が北海道で

発生しました｡これは北海道での乳用牛での飼養頭数が多いこ 

とに起因していると考えられます｡国内のBSEは2006年をピーク

に減少しています｡2001年に導入された肉骨粉の使用規制が4､ 

5年の経過を経て､実効性が確認されたと言えます｡ 

BSE対策は､BSEの病原体の侵入防止､病原体の増殖 ･循

環防止､そしてBSE感染牛の摘発など汚染要因の排除が対策

の要となっています.この対策の目的の一つは､牛から牛への感

染を予防することです｡さらに､牛から人への感染を予防する､

すなわち変異型クロイツフェルト･ヤコブ病の発生を予防すること

も目的の一つとなっています｡

■ 新たなBSEの出現

ヨーロッパでは､牛から人ではなく､人から人への変異型クロイ

ツフェルト ヤコブ病の医療行為や輸血を介した感染ということが iiZ
問題となっています｡プリオンという病原体は不活が非常に難しく､

外科手術のような医療器具を介した感染も懸念されている｡ 

iL信 子 を持たない頼 原 体 (鋸 白 灯の 反乱 ) 

LS の 原因 はプリオンと呼 ばれ る病 原体 :}E

巣 '.牧タンパク晩が 主成 分


この輿 淋タンハ クは軸物の 持 つ正.R:Eタンハ ク軌が輿 紫化 したもの

正常タンハ クi鞄は軸寸勿.人の過 伝 子 によって作 られ る:

正常タンハ ウ純だけでは柄 丸を起 こさない


病 気の FiR>区lにはi盗伝 子 の帖報 がT,M与 しない


･i払1云子 を持たない病 何体 

BSEの原因であるプリオンと呼ばれる病原体は､異常プリオン


タンパク質が主成分となっています｡動物や人が持つ正常プリオ


ンタンパク質は､これ自体は病気も何も起こしませんが､異常化し


て病原体を構成しています｡正常タンパク質は動物や人の遺伝
 一■ヽ
子によって作られますが､これだけをいくら集めて動物に注射して


も病気は起こりません｡正常タンパク質が変換または異常化した､


その構造に病気の情報が含まれています｡タンパク質を構成する


遺伝子自体には病気の情報はまったく含まれていないことが､遺


伝子を持たない病原体と呼ばれるゆえんです｡脳に異常プリオン


タンパク質が入ってくると正常タンパク質と異常タンパク質が結合


して､結合した正常タンパク質を異常化させます｡この異常化し


たものが､また次の正常タンパク質と結合して変換を繰り返してい


きます｡脳の中に異常タンパク質がたまると､動物は発症します｡
 

2001年 BSEがわが国で最初に確認され､食の安心 ･安全の 

-問題を提起したと同時に､牛肉離れ､牛肉の輸入など経済的な

問題にも波及しました｡国内の36頭のBSEのうち34頭は､従莱

型 BSEと呼ばれている病型ですが､残りの2頭は非定型 BSEと

呼ばれる､今までの型とは異なる病型のBSEです｡ 

2003年ごろより､従来型と異なるBSEが､老齢牛を中心に報


告されています｡その分布はBSEが確認されているほとんどの地
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域で､ヨーロッパ､北米､日本で今まで約50数例が報告されてい

ます｡定型のBSEと比べその数は少ないものの､人の孤発性ク

ロイツフェルト ヤコブ病との類似性も示唆されており､老齢牛で

の発症ということで孤発性のBSEの可能性も疑われており､注意

が必要です｡非定型 BSEは､病変の程度､空胞変性の程度､

異常タンパク質の蓄積のパターン､またマウスへ伝達するときの

潜伏期などが従来型と異なっており､従来型とは異なるプリオンに

よって引き起こされていると考えられます｡国内で見つかった非定

型症例は14歳で､いつ感染したかも不明で､孤発性の可能性も

否定できません｡起源は不明ですが､少なくとも非定型BSEは牛

へ伝達することから､BSE対策の一貫として非定型BSEの問題

も考えていく必要があります｡

従来型のBSEの発生は世界的に見て減少してきており､これ′ー 
は蓑を返せば､BSE対策の実効性が証明されてきたといえます｡

ただし､清浄化の確認には､これらの対策並びにサーベイランス

の継続が必要です｡特に､国内で見つかった非定型 BSEの牛

への伝達試験では､従来型よりも強い病変を示し､潜伏期も短

かく､病原性が強い可能性が示唆されています｡反魂獣由来の

動物性タンパク飼料の牛への給与禁止は､引き続き継続をする

べきであり､非定型 BSEの起源が確定されるまでは､老齢牛の､

検査の必要性が考えられます｡プラスの情報としては､現行の 

BSE検査法が非定型 BSEの摘発または診断に応用できることで

す｡非定型 BSEの発病機構､プリオンの体内分布､人に対する

リスク評価のための基礎的知見を集めていく必要性があると考え

ています｡ 

BSEの発生は減少しましたが､プリオンとは何か､その感染性

タンパク質としての病原体の本体については不明な点が多く残さ

れています｡また､何が変われば異常プリオンタンパク質､病気を

Eii 起こすタンパク質になるのか｡どこまで変われば感染性を持つの

かということ､生体内での異常プリオンタンパク質の変換機構､ま

たはその海綿状変性のメカニズム､正常タンパク質は脳にあって

いろいろな体の部位に存在するが､なぜ病変は脳だけにしか起

こらないのか､プリオンの生物学的性状の違いは何が規定してい

るのか､同じタンパク質で作られた異常なタンパク質が異なる病変､

病態を示す理由､さらに非定型 BSE､またはBSEの起源､肉骨

粉として食べたプリオンがどのような経路で脳に達するかといった

多くの問題は残されたままです｡

動物衛生研究所プリオン病研究センターでは､病原体プリオン

を中心に､感染細胞､実験動物､さらに牛や羊といった宿主動

物を使って､プリオン病の解明を目指しています｡基礎から応用

に至る研究を通じて､プリオン病､BSEだけではなくスクレイピー

の実態の把撞､または国内外の対策に貢献できる知見の集積を

目指して研究を行っています｡

｢プリオンの試験管内
増幅法の研究｣

村山 裕一 氏 
(動物衛生研究所

プリオン病研究センター)

I 異常プリオン蛋白質の増幅法 

私はプリオン病研究センターで､試験管内のプリオン増幅という

ことに一貫して取り組んでいる｡プリオン病の早期診断に役立て

たいという考えで行ってきた｡

プリオン病は中枢神経系の疾患で､有効な治療法､予防法が

今のところない｡潜伏期間が長いのがこの病気の特徴で､脳や

脊髄､中枢神経系に異常プリオン蛋白質 (PrPSc)が蓄積し､症

状が出てくる｡プリオン病を早期に診断するためには､中枢神鮮

系に到達する以前に､PrPScを検出する必要があるo末梢にお

けるPrPScは非常に少ないと考えられるため､プリオン病の診断

には､高感度な検出技術が必要になると考えられる｡

試験管内におけるPrPScの増幅法について､われわれが主に

用いているのは､Prti sodn ylcAmpiiainoen Miflig Cci lfcto

(pMCA法)という､超音波処理と､撹拝培養を繰り返すことで､ 

PrPScを試験管内で増幅する方法である｡PrPScは凝崩する傾 
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向にあるが､それと正常プリオン蛋白質を試験管内で混合すると､

分子間の相互作用によって､正常型が異常型に変換する｡次に

超音波処理をしてPrS'Pcの塊をほぐし､また培養を行う｡撹拝培

養､超音波処理を繰り返すことで､PrPScを増幅するというのが､ 

PMCA法の原理である｡ 

prpScが脳内に侵入すると､神経細胞に発現している正常プ

リオン蛋白質の構造変換が誘導され異常化される｡この連鎖反

応が次 と々起こって､異常プリオン蛋白質が蓄積していくが､生

体内ではゆっくりと進行する｡それに対して試験管内では脳乳剤

を使用し､超音波処理を行うと､異常プリオン蛋白質の塊がばら

ばらになり､どんどん反応が進むため､生体内に比べて急速に異

常化することが期待される｡

■ スクレイピ-の早期珍断モデル

次に､ハムスターを用いたスクレイピーの早期診断モデルにつ

いて紹介する｡スクレイピーはヒツジやヤギのプリオン病で､人に

は感染しないが､ハムスターのような脊歯類には感染する.まず

は実験感染として､ハムスターにスクレイピーの感染脳乳剤を経

口投与する｡これは胃の中に乳剤を直接投与する｡経過観察に

入り定期的に､血液､尿を採取した｡そしてそれぞれ､サンプル ､

におけるPrPScを増幅して検出した｡結果としては､ハムスターに

スクレイピーを経口投与すると､およそ170日で発症して死亡する0

臨床症状､運動失調などの行動は大体 100日を経過して､見ら

れるというようになる｡脳内におけるPrPScの量も､ほほ症状と並

行して蓄積が見られるようになる｡血祭からも検出できたが､基本

的には発症以降にPrPScが検出されるという結果であった.血液

中の白血球の場合､発症期はもちろん､その前の無症状の時期

からPrPScが検出できたoこのことからハムスターのモデルにおい

ては､白血球サンプルのPrPScをみれば診断ができるということが

示された｡尿も調べたが診断マーカーとしてはあまり適さないとい

う結論となった｡ 

■BSEプリオンの超高感度検出

ハムスターのプリオンが増幅できたからといって､ほかのプリオ

ンも増幅できるとは限らない｡増幅条件というのは､それぞれの動

物やプリオンの種類によって異なり､条件設定が非常に難しい｡

われわれは最近､牛由来のBSEプリオンの増幅に成功した｡まず､ 

10%の感染乳剤を作成し､原液､10分の1､100分の1と段階希

釈すると､シグナルは100分の1まで検出できた｡また､感染乳剤

と正常乳剤を混合して増幅した場合､1万倍､100万倍希釈のレ

ベルでもシグナルが検出できる｡PMCAで増幅したサンプルを希

釈し､さらに増幅を繰り返すことで､感度が上がることが分かって

いる｡これは連続 PMCAといい､100億倍希釈といった非常に

希薄なサンプルからも検出できる｡なお､比較として正常プリオン

蛋白質だけを同じように増幅した結果では､いずれもシグナルは 
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出ず､増幅反応は陰性と考えられる｡

動衛研では高感度検出法を用いてBSE実験感染牛における

体内分布を調べた｡実験感染としてはまずBSE感染脳乳剤を牛

に経口投与し､それから発症末期にいたった34カ月～57カ月の

牛から組織や体液を採取し､判定はPMCA法を用いて行った｡

末期 (57カ月後)の解剖牛の中枢神経系からは､増幅しなく

ても見えるほどのシグナル､強いレベルのPrPScが検出された｡ま

た､脊髄､口蓋届桃からも検出された｡肺臓は4回増幅を繰り返

したが検出されなかったO腸間膜リンパ節と外側咽頭リン/t節か†

らも検出された｡末梢神経系は末期になると中枢に比べて低い

が陽性であった｡それから舌､骨格筋からも検出された｡診断材

料として使えれば良かったが､白血球は陰性であった｡また､牌

臓は10カ所から採材して､それぞれ増幅したがすべてネガティヴ
/~~＼

であった｡スクイレビーと遠い､BSEは血液を介して感染する可

能性は低いと考えられる｡

どのようなサンプルを用いればよいか｡BSEの場合､神経を介

している可能性が高い｡簡単に回収することが出来るということ

で唾液が考えられた｡非感染牛から唾液と唾液腺からサンプル

を採ったが､こういったものからは検出されなかった｡経口感染牛

では唾液腺､唾液にもPrPScが出ているということが分かった｡脳

内接種牛でも､同じように唾液腺と唾液から検出された｡おそらく

は唾液腺からごく微量のPrPScが分泌されていると考えている｡

このように､唾液を使ったBSE診断ができるという可能性が考

えられる｡従来､解剖して脳をとり､初めて感染しているかどうか

が分かったわけであるが､唾液を使えば比較的簡便に､あるいは

早期診断ができるということも考えられる｡また､vCJD動物モデ

ルにおける検討も行っている｡vCJDは､BSEに感染した食材を

食して､感染すると考えられており､起源というのはBSEである｡ 

BSEの増幅条件がvCJDに使えるのではないかということを調べ 一ヽ
ているが､実際それができるということが分かってきた｡厚労省の

研究の課題であるが､vCJD動物モデルを使って血液からPrPSc

を検出することができた｡

また､日本では､BSEの対策､検査が行われているが､この方

法が非常に高感度であるということは､安全性評価だけでなく､

安全性保証という意味でも利用できると考えている｡プリオンとい

うのは非常に､不活化耐性を示し､例えば高圧滅菌や消毒液､

紫外線などに耐性を示す｡そのため効果的なプリオンの不活化

法が求められているところだが､そういった方法の有効性の評価

も可能であると考えている｡

残された今後の課題としては､本日示したデータはほとんどが

発症末期におけるPrPScの分布に関するものであり､経口感染し

て､腸管からどのようなルートを使って中枢に達するのか､感染ル

ートの解析､いつ､どのような時期､組織にPrPScが蓄積するのか､

といった問題があり現在調べている｡もう一つは､従来型とは異

なる非定型プリオンが今後重要になってくると思われる｡ 
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本日紹介した増幅法は､非定型 BSEプリオンにも一応は有効

であるが､ 従来型に比べると効果が低い｡効率的な増幅方法

の開発に現在取り組んでいるところである｡ 

｢ヤコブ満の克服研究｣

堂浦 克美 氏 
(東北大学大学院

医学系研究科神経化学分野)

■ ヤコブ病について

クロイツフェルト ヤコブ病に代表される人のプリオン病は､年

間の発生頻度が人口100万人あたり16.人となっている｡年間発

生頻度は年 増々えているという統計が海外でも報告されているが､

増加の要因はまだよく分かっていない｡ヒトのプリオン病は､およ

そ80%を占めるのが原因不明な孤発性クロイツフェルト ヤコブ

病であり､およそ15%を占めるのが家族性プリオン病である｡家

族性プリオン病はプリオン蛋白遺伝子に異常があるために病気に

なるもので､遺伝子異常の場所 (プリオン蛋白のどのアミノ酸の

異常か?)と観察される症状で病名が異なり､家族性クロイツフェ

ルト ヤコブ病､ゲルストマン･ストロイスラー･シャインカー症候群､

家族性致死性不眠症と呼ばれる疾患がある｡残りは感染ルート

が特定できる(あるいは推定できる)プリオン病で､特に日本で多

数の患者が発生している医原性の硬膜移植に伴うクロイツフェル

ト ヤコブ病や､日本では1例しか発生していないBSEから感染

して起きた変異型のヤコブ病がある｡

aj クロイツフェルト ヤコブ病の典型例では､好発年齢は60代後

半でやや女性に多い｡歩行障害や視覚障害､記憶障害などで

発症するが､この初期の段階では他覚的に異常をとらえることが

難しく､この段階でクロイツフェルト ヤコブ病と診断されることや､

その診断が疑われるということはない｡進行期に入り､認知障害､

発話障害､失調症といわれるような神経症状､あるいはミオクロー

ヌスといわれる不随意運動などの症状が出ると､クロイツフェルト

ヤコブ病が強く疑われることになる｡進行期には､先週会話がで

きていた人が､今週ではもうできない､あるいは先週まで口から食

事をとれていた人が､今週はもう食事がとれないといったように､

症状が日々 進行するのがこの時期である｡この病気の診断が可

能な進行期以降に治療的介入が行われるのが一般的であり､

初期の他覚的症状がとらえにくい段階で治療を開始することは

困難である｡末期は無動性無言状態に陥り｣肺炎等を起こして

亡くなられる｡発症からの全経過はおよそ1年半である｡この病

気の診断補助の検査としては､MRIのような画像検査や､髄液

検査､脳波検査､遺伝子検査等がある｡この病気が疑われる段

階で､すでに大脳皮質では海綿状変性と呼ばれる病変が見られ

る｡そして末期になると､脳が高度に破壊されてしまい､およそ1

年半の間に､正常では1500グラムある脳が､およそ半分にまで

萎縮してしまう｡確定診断は脳の組織で異常なプリオン蛋白の蓄

積を示すか､あるいはウェスタンブロット法で異常プリオン蛋白の

存在を証明するしかない｡

I プリオン病治療薬の標的

蛋白質は脳内で正常型プリオン蛋白を異常化し､神経細胞を障

害する｡したがって､この病気を克服するための治療薬あるいは

予防薬の標的としては､異常型プリオン蛋白の形成を抑えること､

異常型プリオン蛋白を分解することである｡一般的には､治療候

補化合物の探索は､コンピューターや試験管内で短時間にでき

るだけ多数の化合物を調べ､その中で有効性が高いものについ

て細胞レベルでの評価を行い､最終的には疾患モデル動物を用

いて治療予防効果をみる｡これらの薬効評価と並行して､候補

化合物の安全性を評価し､化合物の最適化をはかっていき､最

終的には人の臨床に持っていくという手順になる｡

プリオン{ 治療薬の糠的

正 常 型プリオン蛋白くPrPGI 

‡ ①

分 解 丁̀ .- . 

②	 * ③
 

■- ◆
 

･プリオン病で侵される縦帯は中枢神経系 

(丑正常型プリオン蛋白が異常型プリオン蛋白に変換されるのを

防ぐ､(彰異常型プ1)オン蛋白を分解に導く.これら以外にもプ1)オ

ン病の治療薬の標的として､③異常型プリオン蛋白によって起こ

る神経細胞の変性を抑えることが考えられている｡なおプリオン

病で侵される臓器は中枢神経系､脳であり､薬物は脳血液関門

を越えて脳に到達する必要がある｡

まず(重液標的とするものには､PPS､CompB､GN8､抗PrP抗体､ 

Pr-hNAと呼ばれるものがある｡P S(etsnpls血t)psR	 P pnoa oyu e

は脳血液関門を越えないため脳室内に直接投与する必要があ

るが､投与を開始するタイミングを遅らせれば遅らせるほど､効果

が低いということが判明している｡発症後の投与でも有意な効果

はあるものの､効果の程度は低い｡CompBもやはり感染の早期

に投与するとそれなりに効果があるが､投与時期が遅れると効

果は低くなる｡GN8という化合物も､脳内感染から50日過ぎに投

与を開始した場合､一定の効果しか得られないという結果が出

ている｡脳室内に抗 PrP抗体を投与し正常型プリオン蛋白と結 
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合することにより､異常化を抑える試みも行われているが､効果に

は限界があることが示されている｡遺伝子治療の開発も活発に

行われており､脳内の正常型プリオン蛋白の発現を抑える遺伝子

治療としてPrPIShRNA (プリオン蛋白遺伝子に対するshort 

hari NA)が発症後に脳室内に授与されている｡対照群はipnR

10 で末期状態となったが､PpsR0日あたり r-hNA投与群では長

いものは130日あたりまで生きのびた｡

次に､②を標的とするものとしては､臨床で使われている薬剤

であるドキシサイ9リンとイマチニプがある｡ドキシサイクリンについ

ては､現在ヨーロッパで治験が行われているが､その効果は限定

的であるとされている｡ドキシサイクリンもイマナニプも､実験動物

での効果は､限定的であった｡

一方③としては､神経変性を抑える働きのある臨宋薬としてシ

ンパスクチンやFK506がある｡また､実験段階のものとして骨髄

間葉系細胞などがある｡シンパスタチンは､高脂血症の治療薬と

して臨床で使われているが､感染後の経口投与では一定の効果

があったことが報告されている｡免疫抑制剤のFK506は､発症

後の投与開始でも一定の効果が認められることが最近報告され

ている｡一方､幹細胞である骨髄間葉系細胞を静脈または脳内

に授与した実験でも､発症後の投与でも一定の効果が認められ､

ている｡

I 治療効果の限度と研究

以上に述べたように､プリオン病に対する治療薬開発は進行し

ているが､いずれのものも実験動物での評価において発症後の

投与ではごく限られた治療効果しか観察されていない｡病気の

それでは､遅くともどの時期までに介入を行えば､病気の進行

を止めることができるのか? この問いに対する答えは､2003年

に報告されたMallucciらのデータにある.病理学的に異常が出

現する時期に､特殊な方法を用いて神経細胞に発現している正

常型プリオン蛋白を完全に消失させてしまうと､プリオン催息動物

は脳の機能障害が改善し､その後も生存し続けたというものであ

る｡患者の脳の中で正常プリオン蛋白質を消失させてしまうという

ことは､現代の医学では不可能であるが､Mallucciらのデータか

ら言えることは遅くとも病理学的異常の出現時期までに介入が行

えれば､ある程度の効果が期待でき､将来的には病気の進行を

止めることも不可能ではないということであるO

現在､私たちは治療薬の開発だけでなく発症予防薬の開発に

も全力を注いでいるが､私たちが発見したある化合物はプリオン
~~＼ 

脳内感染の1年前に1度だけ皮下に投与しただけでも､発症を抑

えて生存を継続させることが可能である｡また､プリオン末梢感染

を起こす以前あるいは直後にこの化合物を単回投与するだけで､

大多数の実験動物が寿命一杯にわたって発症を逃れた｡したが

って､末梢でのプリオン感染が明らな時点や脳内にプリオンが侵

入する前に介入することができれば､寿命内は発病させないこと

が可能である｡

診断技術は日々 進歩している｡ヒトのプリオン病でも､健常なプ

リオン保因者において血液や体液を用いて試験管内異常型プリ

オン蛋白増幅法 (PMCAや QUICKと呼ばれる方法)でプリオン

の存在を発症前に診断することができれば､発症予防という意味

が現実味を帯びてくるのではないかと思っている｡

進行を少しは遅らせても､進行を止めるということには至っていな

い｡ 第4部 ｢総合討論｣は紙面の都合上割愛させて頂きます｡

~ヽ

その理由として､プリオン(異常型プリオン蛋白)は発症時には

すでにかなりな量が脳内に蓄積しており､ほぼ飽和状態に近いと

ころにあることが挙げられる (図)｡実験動物では､脳内感染後

にプリオンの量は急激に増加するものの､発症後に増加スピード

は鈍くなりほほ飽和状態となるのである｡したがって､発症後に治

療的介入を行ってもなかなか効果は現れない｡プリオンの量が急

激に増える以前に治療的介入を行えば､効果は期待できる｡ 
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食と医療の安全に関わる市民講座

プリオン病 ･口蹄壕 ･

インフルエンザ ･放射能

*日時	 10月23日 (日) 10:30-16:40

*場所	 九州大学馬出キャンパス病院地区

コラボステーション Ⅰ

*主催	 食と医療の安全に関わるプリオン病の

市民講座実行委月会

*後援	 農林水産省､厚生労働省､ヤコブ病

サポー トネットワーク､九州大学 
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毎年 6月全国公害被害者総行動の中で行われている､厚

生労働省交渉についてご報告いたします｡冒頭で､現在闘

病中の女性患者さんの娘さんが､思いを直接訴えました｡

また､患者の娘さんを看病中の母親である原告さんより寄

せられた手紙を相談員が代読しました｡

◇患者家族からの訴え (東京原告 Hさんの娘) 
r 

母がヤコブ病の生存患者です｡私の父は､私が 13歳のと

きに亡くなりました｡以来､母は女手一つで 4人の子どもを

育ててくれました｡母は今から2 7年前の昭和5 9年にくも膜

下出血で動脈痛クリッピング手術を受けました｡術後､右

半身不随が残ったときも､周 りにも患者さんにも良い影響

を与えているとさえ言われるほど､明るい性格で前向きに ､

リハビリに取り組み､その結果､ほとんど元通りの体に戻り､ 

70歳になるまで再び働きに出ていました｡高血庄や糖尿病､

内臓もどこも悪いところがなく､それは健康で元気そのも

のでした｡ところがそんな母が昨年の8月､ヤコブ病である

と診断されました｡顕著な症状が出てきたのは､その年の 5

月で､1か月後には無言無動となってしまいました｡少しず

つ言葉が出なくなり､食事を飲み込むことも出来なくなり､

病気が何であるかも知らず､不安な日々を過ごしていたで

あろう事を思うと胸が張り裂けそうになります｡/I
担当医師が病名を特定するのにはかなりの時間を要しま

した｡まさか㌘年前の手術によってこんな事が起こるなんて､

予想もしない診断結果に私達家族は信然とし現実を受け止

める事が出来ませんでした｡更に詳しい検査をするために

入院先の病院から国立機構の脳神経内科専門病院に転院し

ました｡その病院の担当医師からは､脳波検査の結果ヤコ

ブ病であるとの診断結果は知らされましたが､硬膜移植に

よる薬害か､遺伝性のものかは､遺伝子検査をしないと分

からないので､他の病院に検査に出すと言われたきり､検

査結果の報告がなく､私達家族から申し出たところ､すで

に1か月も前に遺伝性ではないという結果が出ていたことが

分かりました｡しかも､その時医師は ｢これは脳外科手術

の際に使用されたライオデュラという硬膜によって感染 し

たもので､補償の対象になりますので厚生労働省から何ら

かの連絡がありますのでお待ちください｣と説明されました｡

後日､サポー トネットワークの相談月の方からお聞きし､

厚労省から直接連絡が来るなんてことはあり得ませんよ､

と言われ､医師に対する信頼が薄れてしまいました｡

さらに､裁判を起こすことに決めてからも､裁判のため

に必要なカルテの開示をお願いすると､ ｢前例がなし J｣と

か､ ｢開示前にカルテに名前が出ている医師や看護師に内

容を確認してもらわないといけないが震災で医師が外の病

院に行っているので開示のめどが立たない｣などと言われ､ 

4カ月も開示してくれませんでした｡やむなく弁護団の先

生から対応がおかしいと手紙を書いてもらったところ､そ

の翌日には開示され､患者家族がいくら言っても聞いてく

れなかったのは何だったのかと､憤 りを感じました｡次は 

3月11日の震災で病院が被害にあったため転院を余儀なく

され､他県の国立機構医療センターで療養させていただく

ことになった時の事です｡家族や看護師等が病室に入室す

る際､使い捨てエプロンをかけ､マスク､ゴム手袋､ゴー

グルと完全武装なる格好で入室しなければなりませんでし

た｡病院備え付けのランドリーはヤコブ病患者には遠慮し

てほしい､等など病気による感染に対する医療従事者の偏

見的認識には肩を落としました｡ある意味犯罪者のような､

後ろ指を拍されているような､そんな後ろめたさを感じま

した｡

母と私達家族はいわば被害者なのです｡なぜこんな思い

をしなければならないのかと､くやしく､悲しい思いをし

ました｡しかし､これは医師だけの責任ではありません｡

今申し上げた､たったこれだけの事を取 り上げてみても､

何十年もの時間を費やし､こうして戦ってきた原告の会の

骨さまや弁護団の先生方の苦労は報われてはいないと思い

ます｡厚生労働省から各病院に対し､薬害ヤコブ病患者に

対する対応がまだまだ足 りていないことは明白です｡今後

も引き続き､いいえこれまで以上に周知徹底をして頂き､

患者と家族を守って下さい｡どうかよろしくお願い致しま

す｡

◇患蔀和知 lらの手紙 (東京原告 Kさんの母)

娘は 17歳の時交通事故で頭部外傷､硬膜下血腫､脳挫傷

等を受け助かる確率1割と言われながら何とか助かる事が

出来ました｡事故の後遺症で認知症､記憶障害等の障害が

ありましたが､両親が亡 くなった後周 りの者に迷惑を掛け 
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ない様にしなければと､娘は仕事をしながら一生懸命リハ

ビリしてきました｡この何年かは色々な事が一人で出来る

様になり､安定した仕事に就く事が出来､本人も楽しく仕

事に通っておりました｡それが平成21年夏頃から突然症状

が現れ始め､突然疫撃が始まり､何が何だか解からないま

ま症状が進んで無動無言の状態になってしまいました｡事

故から22年間､病気もせず元気に生活してきました｡この

病気にならなければ､娘はまだ何年も生きる事が出来たは

ずです｡これまでの努力はいったいなんだったのかと本当

に無念で仕方ありません｡

今､娘の症状は深刻です｡この病気になってから何回も

感染症になり､40度の熱がでたりして､これまで何度も危

ない時がありましたが何とか助かってきました｡今まで静

脈に点滴をして栄養をとってきましたが､針が人らなくな

り､2月に静脈に細い管を入れ点滴が入るように手術をし､ 

3カ月ほど熟もなく落ち着いておりましたが､ 5月に入っ

てから手術をした場所の皮膚がさけてきて感染症を起こし

ています｡抗生物質を今は使っていますが使い続ける事が

出来ないので､点滴が入れられるように再度手術をしなけ

ればなりません｡前回の手術はとても大変だったとの事で

す｡今回は前回よりも困難との事です｡娘はとても辛いと

思いますが､家族も辛い思いをしております｡どうか娘が

頑張っているうちに1日も早く和解して下さるよう七お願､

いします｡

◇厚生労働省交渉の概要

冒頭に､原告2名からの訴えの手紙を朗読したうえで､具

体的な交渉に入った｡ 

(●被害者側､○厚労省担当者)

要求事項 1 薬害ヤコブ病訴訟の和解手続の迅速化について

【回答】
○平成14年3月の和解確認書に基づき､証拠調べにより当

事者で確認を行い順次和解｡早期解決の要望について､引

き続き関係省庁と協議を行い､早期解決に向けて適切に対

応していきたい (従前と同様の回答)｡

要求事項2 末提訴の被害者家族に対する告知について 

(厚労省が把握する硬膜移植後のヤコブ病患者報告数よりも

原告数が23名少なく､訴訟による補償を知らされていない

被穿鞄 'いること｡国の積極的な被害者掘り起こしの要求) 
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【回答】 

○(平成21年10月､平成22年7月に､当時の主治医 ･医療機

関に文書にて調査 ･情報提供を依頼｡当時のカルテ､連絡

先が残っているという14件には直接電話で協力依頼)｡

対象23名のうち､病院から硬膜移植歴がないと連絡があっ

た2名を除く21名の状況は下記のとおり｡

･患者家族への連絡不可能 :12名

･患者家族から ｢訴訟は起こさない｣と回答 :3名

･患者家族から ｢提訴するかどうか検討中｣と回答 :1名
 

(ヤコブネットを紹介)


･主治医､医療機関からの回答未了 :5名 (引き続きフ


ォローアップ) t


【質疑】

●連絡不可能とされる12名について､多忙な医師任せにす

るのではなく､加害者である国自らが積極的に掘 り起こし ~ヽ■
を行うべき｡前回､住民票等の調査も提案したがやってい

ないのか｡

○やっていない｡現時点でプライバシーも考え可能な対応

をしている｡

●｢訴訟を起こさない｣という回答は､医師の説明如何に

よる｡また､医師への遠慮という誤解の可能性もあり､適

切な説明の結果か疑問である｡国が責任をもって確認すべ

き｡

要求事項3 障害年金の早期受給の確保について 

(発症から1年6ケ月後に認定との硬直的対応をされる問題｡

前回の交渉において､ ｢23年度はヤコブ病等の神経難病

の認定基準の改訂の検討に入る｣との回答あり)

【回答】
○発症1年6カ月以内に障害年金の認定ができる一つとして､

障害認定審査員 (認定医)による症状固定との判断がされ

た場合がある｡

前回の交渉で､年金担当者など現場からの問い合わせに対

応するよう要請があったが､1年6カ月以内の申し出であっ

ても書類は受理するよう､日本年金機構にも指示し､全国

担当職月の会議でも周知徹底した｡

○前回の交渉で､ヤコブ病のような進行の早い回復不可能

な致死的の病気における症状固定の取 り扱いについて､平

成23年度に専門家会合を開催できるように努めていくこと

を回答した｡現在は､法令並びに障害基準上の定義づけ､

他の疾患との公平性などを考慮した基準の改正に向けての

整理を行っている｡ 



201 0 0 木) ネ÷卜 NEWS N.41年 1月2日( ヤコブ･ o2

[賞賢】
●年金機構の方からの問い合わせで話をしたときには､厚

労省担当者から窓口への連絡があれば､相談者に対応でき

るという話があった｡対応してもらえるか｡

○個別事案が発生して､連絡をもらえれば対応する｡

要求事項4 ヤコブ病の剖検施設の整備について 

((丑各都道府県に最低 lヶ所の剖検施設の設置､②剖検援 

【回答】 
○((訓こ対 して)専門家からの指摘もあり重要性は認識し

/I ているが､人員確保などから､各都道府県全ての整備は直

ちには困難｡例えば､地域のブロック的な病院など､引き

続きサーベイランス委員会や神経内科の先生方と相談をし

て､剖検率を上げるために剖検を行う病院を増やしていき

たい｡ 

○(②に対 して)国の援助金額については､剖検施設やサ

ーベイランス委員会の先生方に伺ったうえで努力したい｡

剖検援助費について､全国都道府県のクロイツフェル ト･

ヤコブ病担当者会議で周知するとともに､厚労省のホーム

ページにも平成23年の3月に ｢CJD剖検における補償金

申請の流れ｣ということで情報をアップした｡ 

○(③に対して､制度に関する資料を提供)剖検施設のリ

ストはない｡剖検してもらえる病院であれば補助を行う｡

【賞疑】
●私たちが欲しいのは､どこの病院に頼めばいいのかがわ

E かるものであり､ ｢剖検ができる病院のリスト｣を提供しi
て欲しい｡活用している病院のリス トはあるのか｡そのリ

ス トを出して欲しい｡実際問題､裁判の時にも､個人の場

合にも､毎回､剖検の病院探しが大変である｡

○各都道府県-か所にある神経難病拠点病院にまずコンタ

クトをとって頂くことになると思う｡そこでだめなら､そ

の上のブロックの専門病院になる｡個々の病院の実情によ

り､そのタイミングでの剖検が可能かどうかという点もあ

り､確実に剖検可能な病院のリス トということは難しい｡

要求事項5 ヤコブ病患者の入院 .療養環境め改善について 

(①入院受け入れ病院の増加策､②差顔ベッド代免除の周

【回答】 
○(①に対して)全国担当者会議-の医療関係者参加呼び

かけ､特定疾患医療従事者研修 (難病相談支援センターの

方､あるいは都道府県の保健士が来る研修)での情報碇供

などの取り組みを行った｡

ヤコブ病患者の入院受け入れ病院が増加したという具体的

な成果はない｡逆に､受け入れを断られたということがあ

れば､我々に相談を頂ければよい｡ 

○(②に対 して)繰 り返しになるが､今年も開催する都道

府県担当者会議を医療機関関係者にも案内をして､さらに

参加を増やいくことを､サーベイランス委月会の先生とも

相談して引き続きやりたい｡ t 

O ((釦こ対して)ヤコブ病患者が個室に入院した場合､治

療上の必要ありとして､基本的に ｢重症者等療養環境特別

加算｣の対象となり､差額ベッド代など特別の徴収を行っ

てほならないと制度上規定している｡また別の観点から､

ヤコブ病患者に関しては､在院日数による低減措置のない

特別な ｢特殊疾患病棟入院料｣の算定対象としている｡こ

れについて､1回目は平成12年､平成20年に内容を改定し

た通知を出した｡

前回､それでも差額ベッド料を取られる問題があるとの指

摘を受けて検討した｡大変恐縮な提案になるが､この通知

を受診の際に見せてもらえれば差額ベッド料は取られない｡

それでも問題があれば､担当の厚生局が各都道府県にある

ので､問い合わせて頂ければ説明する (席上､通知が提供

される｡次頁に全文掲載)0

【質疑】

●私達もこの件ではよく相談がある｡この通知を患者に渡

すということはいい提案であり､利用させていただく｡

○宜しくお願いします｡

●現在でも差額ベッド代を要求される事例がある｡病院に

逆らうと入院できないという事情はよく理解されたい｡ 
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平成 12年 11月 13日 保険発第 188号

厚生労働省保険局医療課長

厚生労働省保険局歯科医療管理官

クロイツフェルト･ヤコブ病の患者の入院に係る

特別の療養環境の提供に係る取扱い等について

クロイツフェルト･ヤコブ病に関する正しい知識の普及啓発について､本日付け健医疾発第 96号により､当

省保健医療局エイズ疾病対策課長から各都道府県衛生主管部 (局)長あて､別紙の通 り通知されたところである

が､クロイツフェル ト･ヤコブ病の患者の入院に係る特別の療養環境の提供に係る取扱い等については､下記の

とおり取 り扱うこととしたので､その取扱いに遺漏のないよう､関係者に対し周知徹底を図られたい｡

記	 L 

1.特別の療養環境の提供に係る取扱いについて 
(1)	 クロイツフェル ト･ヤコブ病の患者が個室に入院した場合には､クロイツフェル ト･ヤコブ病の患者本

人の希望の有無にかかわらず､治療上の必要から入室したものとみなして､基本的に重症者等療養環境特

別加算の対象とするものであること｡また､重症者等療葺環境特別加算を算定した場合には､特別の料金

の徴収を行ってはならないこと｡ 

(2) ただし､クロイツフェル ト･ヤコブ病の患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室-の入室を特

に希望した場合には､当該患者から特別の料金の徴収を行うことは差 し支えないこと｡その場合には､患

者の希望する内容を十分に確認することとし､個室の内容を具体的に文書で患者に説明した上で､患者の

署名を受けることとすること｡なお､この場合にあっても､医療機関の側から当該個室しか空いていない

などとしてクロイツフェルト･ヤコブ病の患者に対し当該個室への入室を進めることのないようにすること｡ 

(3) 本取扱いについては､本年 12月 1日から開始するものであること｡なお､現に入院しているクロイツ

フェル ト･ヤコブ病の患者であって､特別の料金の徴収に係る病室に入室しているクロイツフェル ト･ヤ

コブ病の患者については､早急に再度患者への意思確認を行うとし､その結果 (2)に該当しない場合に

は､特別の料金の徴収を行ってほならないものであること｡ 

2.特殊疾患入院医療管理料との関係について

クロイツフェル ト･ヤコブ病の患者については､在院日数による逓減措置のない特殊疾患病棟入院料及び

特殊疾患入院医療管理料並びに在院日数による逓減制がゆるやかな障害者施設等入院基本料の算定対象とな

るものである｡

特に､特殊疾患入院医療管理料については､病院である保険医療横関において､病棟単位ではなく病室を

単位として行うものであり､また､平均在院日数の計算においても､特殊疾患入院医療管理料を算定する息

者については､計算対象から除外されるものである｡

なお､特殊疾患病棟入院料､特殊疾患入院医療管理料及び障害者施設等入院基本料の具体的な算定要件及

･び手続については､ ｢診療報酬の算定方法｣ (平成 20年厚生労働省告示第 59号)等を参照すること｡

厚生労働省交渉に続き､午後から東京弁護士会館にて､ 告があり､質疑応答ののち全会一致で採決されました｡相談会 

2011年度ヤコブ病サポートネットワーク総会が開かれました｡ では､弁護団より裁判の提訴状況､和解状況について報告のの 

2010年度活動報告､収支決算報告及び監査報告､ 2 011年度 ち､参加者の自己紹介､近況報告がありました｡

事業計画及び予算案､役月改選の件の 4つの議案につき､報 
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201̀0年度
ヤコブ病サポー トネットワーク

事 業 報 告 

1.正会員 ･賛助会員数 

2010.3

現在
入会
数

退会 
数

2011.3

現在
増

減

正∠負

弁護団 48人 0 0 48人 0

三ゝ三 原告Ef研究.支援l 120人11人 51人人 0 125人0 12人 +5+1

賛助 会員 76人 0 0 76人 0 

2.事業活動 

(1)委託事業 

(D生活支援事業

★会報 『 ネットNEWSJを4回 62 o2 /0ヤコブ. (/8N.0､9 3

No2､1/8N.2 /1N.3 速歩､賛L1 22 o2､33 o2)発行し､患者家族･

助会月､CJD専門医､全国の関係行政 ･医療機関､保健所､

難病相談支援センター等､約1300ヶ所に情報を提供 した｡

★薬害ヤコブ病被害者家族 ･遺族向けには､かわら版 r心

はひとつ』を7回 (5/26Nal1､6/18No.12､7/15No.13､9/ll 

No1､1/9N.5 21 o1､37N.7.4 02 o1､1/0N.6 / o1)発行し､相談会

参加者の感想や開催状況の他に､患者家族の近況等につい

て掲載し､親面上での交流を図った｡

★ リーフレットを改訂 し､保健所 ･医療機関を中心に約 

9.0枚を配布した｡00

★ホームページによる情報の提供および更新作業 (専門医 ･

受入病院リス ト等)､掲示板を利用 した相談-の対応､相

談事業全般の管理･運営事務作業尊を行った｡

★硬膜移植による患者家族遺族へはお見舞および弔意を表

して､年1回希望日にお花をお送 りした｡

② 研修事業

★平成22年5月15日 (名古屋)､7月31日 (大阪)､8月28日 

(名古屋)､9月25日 (東京)､11月12日 (東京)､11月23

日 (東京)､平成23年1月22日 (名古屋)､2月10日 (東京)､ 

3月10日 (東京)の9回､相談月等が一堂に会し､相談事例

の報告 ･検討および生活支援相談事業に関する検討､地方

相談会開催に関する検討等を行った｡

★継続課題となっていた ｢相談マニュアル｣の作成に取 り

組み､相談員用のマニュアルを作成した｡

★プリオン病に取 り組んでいる研究者の方々と共同で ｢第4

回食と医療の安全に関する市民講座｣ (11月23日 ･東京)

ヤコブ･ネiy卜 NEW S No24 

を開催｡BSEやCJDのほかに口蹄痩 ･鳥インフルエンザに

関する各方面の専門家の報告を聞き､一般市民に向けた啓

発の機会となった｡

③ 地方相談会事業

★平成22年5月29-30日 (横浜)､6月4日 (東京)､7月10 

-11日 (新潟)､7月3日ヨ (大阪)､9月5-6日 (島根)､ 

11月12日 (東京)､2月26-27日 (福島)の7回､地方相談

会を開催 し､ヤコブ病患者家族 ･遺族がそれぞれの経験を

語 り､思いを共有する機会を持った｡ 

(うち､横浜､新潟､島根､福島は小規模相談会として開

催 した)0
一 

(2)独自事業

★患者家族遺族支援事業､各種催事に参加 した原告家族に

旅費､日当の補助､支給をした｡

★国際交流として米国でのプリオン病国際カンファレンス

に参加して､日本の薬害ヤコブ病患者とその家族の調査結

果を発表した｡ 

2011年度
ヤコブ病サポー トネットうーク

事 業 計 蘭 

1.人事体制について 

(l)札幌事務局開銀と東京事務所開設に伴う関連人事 

(2)東京事務局開設にともなう相談窓口の東京集約化

★西日本相談窓口の相談月退任に伴い､相談窓口は残 し電

話は東京事務局に転送

★東京相談窓口 (城北法律事務所)を東京事務局に統合 

2.事業計画 

(1)委託事業 

(か生活支援事業 

a従来事業

★患者相談､会報発行 (年4回)､かわら版発行 (年5回)等 

b新規事業 

★ T- (連絡先等の変更に伴う改訂､1万部) フレット作成 

.予定｡予算1万円)- 5

★ホームページ改訂 (東京事務局での担当体制､それに伴

う改訂作業｡予算20万円)

② 研修事業 

a従来事業


★相談月研修､外部研修会参加
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(参地方相談会事業 

a従来事業 

(a)地方相談会 :年 4回 (3回は定例行事の日に合わせて､1

回は市民講座と共催) 

★6月東京 ･捨金､10月福岡･市民講座､11月東京 ･国際ヤ

コブデー､3月京都 ･和解 10周年 

(b)小規模相談会 :年5回 (アンケートをふまえ､前年開催地

との重複を避けて決定)

★開催候補地 :5月大阪､広島､新潟､青森､埼玉 

(2)独自事業 

(〇患者家族 ･遺族支援事業

★引き続き患者家族の催事参加につき､旅費 ･日当の支援を行う 

(訂他団体との交流事業

★薬害根絶フォーラム､難病センター研究会等の参加

③ 今年度廃止する事業

★調査研究事業 (ヤコブ病患者家族の実態調査等)

★国際交流事業 (国際会議の参加)

④ その他

◆2011年度役員体制一覧表

●代 表 上田 宗(専門家相談月)

山村伊吹(相談員)

●副代表 高原和幸､袖野直悦､

牧野息康(専門家相談月)

●運営委員 谷 三一､上野舘彦 (相談月)､林 勲男､

長塚美代子(相談則 ､東 悦子､村山弥恵子､

中野裕子､中尾真智子､中島 晃､永井弘二､

国分妙子､尾崎俊之､測上 陸､白川博清､

片平例彦､藤竿伊知郎､内山由美子 (相談月)､

黒田真一(相談員)､浅川身奈栄 (相談月)､i

井上昌和(相談月)､

●事務局長 小池純一

●事務局次長 三重利典

●専従事者局員中杉仁子(専任相談月)

●会 計 阿部哲二､市川 浩

●HP担当 谷 八寿男

●監 査 山本 孝 

★会議費 (会議出席者の弁当代)の独自財源からの支出 

◆◇◆ おしらせ ◆◇◆

国露ヤjブデ-･東京相談会
*日時 2011年11月11日(金)13:00-14:30 

*場所 弁護士会館 502号室

午前中の厚労省交渉の後､13:00より相談会を開催します｡

薬害被書者家族を中心とした交流ですが､孤発性 ･家族性の方

もご参加いただけます｡また､個別相談にも応じますので､事前にご

連絡下さい｡(電話 03-6380-1644)

真宗事務局開毅のお知らせ 
2011年4月よりヤコブ病サポートネットワークの尊者局が札幌

から東京に移りました｡新しい事務局は､東京蕎薪好区のスモ

ン公害センター内に設置され､専任相秋月･尊者局月が常鹿

致します｡また､それに伴い東日本相談患口の電鈴番号が変

更になりました｡なお､北海道相談窓口は､相続恵ロの一つと

して,これまで通り相談業務を推耗致します｡

今後とも､みなさまのご支援 ･ご協力をどうぞよろしくお長い

致します｡

ヤコブ鋼サポートネットワーク責寮職 員

〒160m 22東京都新宿区新宿 2-1-3

サニーシティ新宿御苑 10階 スモン公害センター内

電話 03-6380-1644 FAX.03-3352･9476

◇会報へのご意見 ･ご感想をお寄せ下さい｡手記 ･短歌 ･俳句 ･

イラスト 写真なども募集しています｡

◇住所が変更になった方はお手数ですが､東京事務局へご連絡ください｡ 

第 13回薬害根絶フォーラム 
*日 時 

*場 所

*主 催

*協 賛

*第 1部 

*第2部

*参加費

2011月19日(土)13:00-17:00 
女性就業支援センター4Fホール 

全国薬害被害者団体連絡協議会 (薬被遵) 

日本薬剤師会､日本病院井剤師会､医薬品医療機器

総合機構､ほか 

9薬害団体の被害実態報告 特集 薬害イレッサ報告 

徹底討論 ｢薬害行政改革の行方～薬書肝炎事件

検証･検討委月会の提言は活かされるのか?～｣ 
資料代 500円

ヤコブ病サポートネットワーク相散悪口
☆平日1000 70: -1:0 クロイツフェルト ヤコブ病や薬害

ヤコブ病訴訟に関する電話相談を受付けております｡

◇本部 :岐阜県中津川市 0573-624970

◇北海道 :札幌市 011-813-7049

◇東日本 :東京都 03-6380-1644

◇西日本 :滋賀県大津市 0748･72-1478 

◇eメール snt aee.rjc-e@tknto.p

. -◇ホームページ http://wwwcjdnetjp

★ご希望の方にリーフレット 会報バックナンバーをお送り

致します｡東京事務所 (TELO316380-1644)に専任

相談月が常駐していますので､ご連絡下さい｡ 

′ヽ 
~
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