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食肉の安全確保のために

◆◆◆◆ 食用食用食用食用にするためににするためににするためににするために、、、、とととと畜場畜場畜場畜場においてにおいてにおいてにおいて 「「「「とさつとさつとさつとさつ・・・・解体解体解体解体」」」」されるされるされるされる牛牛牛牛やややや

豚豚豚豚などのなどのなどのなどの家畜家畜家畜家畜はははは、、、、 「「「「とととと畜場法畜場法畜場法畜場法」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、獣医師獣医師獣医師獣医師のののの資格資格資格資格をををを持持持持ったったったった

「「「「とととと畜検査員畜検査員畜検査員畜検査員」」」」によりによりによりにより、、、、病気病気病気病気やややや異常異常異常異常のののの有無有無有無有無のののの検査検査検査検査（（（（とととと畜検査畜検査畜検査畜検査））））がががが、、、、

１１１１頭毎頭毎頭毎頭毎にににに行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。

◆◆◆◆ とととと畜検査畜検査畜検査畜検査のののの結果結果結果結果、、、、病気病気病気病気などでなどでなどでなどで食用食用食用食用にににに適適適適さないものはさないものはさないものはさないものは

全全全全てててて排除排除排除排除されされされされ、、、、安全安全安全安全なななな食肉食肉食肉食肉だけがだけがだけがだけが出荷出荷出荷出荷されるされるされるされる仕組仕組仕組仕組みみみみ

になっていますになっていますになっていますになっています。。。。

◆◆◆◆ このこのこのこの「「「「とととと畜検査畜検査畜検査畜検査」」」」にににに加加加加ええええ、、、、３０３０３０３０月齢超月齢超月齢超月齢超のののの牛牛牛牛についてはについてはについてはについては、、、、ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ

スクリーニングスクリーニングスクリーニングスクリーニング検査検査検査検査がががが義務付義務付義務付義務付けられておりけられておりけられておりけられており、、、、７７７７月月月月１１１１日日日日からはからはからはからは４８４８４８４８月月月月

齢超齢超齢超齢超のののの牛牛牛牛がががが検査対象検査対象検査対象検査対象となりますとなりますとなりますとなります。。。。

⇒⇒⇒⇒ 現在現在現在現在、、、、全国全国全国全国のののの全全全全てのてのてのての都道府県都道府県都道府県都道府県でででで、、、、全頭検査全頭検査全頭検査全頭検査がががが行行行行われていわれていわれていわれてい

ますますますます。。。。

◆◆◆◆ 広島県広島県広島県広島県ではではではでは、、、、これらのこれらのこれらのこれらの検査検査検査検査をををを、、、、広島県食肉衛生検査所広島県食肉衛生検査所広島県食肉衛生検査所広島県食肉衛生検査所、、、、広島広島広島広島

市食肉衛生検査所市食肉衛生検査所市食肉衛生検査所市食肉衛生検査所、、、、福山市食肉衛生検査所福山市食肉衛生検査所福山市食肉衛生検査所福山市食肉衛生検査所でででで行行行行っていますっていますっていますっています。。。。
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と畜場設置状況（広島県）

◆◆◆◆とととと畜場設置状況畜場設置状況畜場設置状況畜場設置状況

◆◆◆◆牛牛牛牛のののの処理頭数処理頭数処理頭数処理頭数（（（（平成平成平成平成24242424年度実績年度実績年度実績年度実績））））

3

とととと畜場名畜場名畜場名畜場名 所在地所在地所在地所在地 対象家畜対象家畜対象家畜対象家畜

三次食肉加工三次食肉加工三次食肉加工三次食肉加工センターセンターセンターセンター 三次市三次市三次市三次市 牛牛牛牛

広島市広島市広島市広島市とととと畜場畜場畜場畜場 広島市広島市広島市広島市 牛牛牛牛・・・・豚豚豚豚・・・・馬馬馬馬・・・・めんめんめんめん羊羊羊羊・・・・山羊山羊山羊山羊

福山市福山市福山市福山市とととと畜場畜場畜場畜場 福山市福山市福山市福山市 牛牛牛牛・・・・豚豚豚豚

とととと畜場名畜場名畜場名畜場名 牛処理頭数牛処理頭数牛処理頭数牛処理頭数 ３０３０３０３０月齢以上月齢以上月齢以上月齢以上 ４８４８４８４８月齢以上月齢以上月齢以上月齢以上

三次食肉加工三次食肉加工三次食肉加工三次食肉加工センターセンターセンターセンター 1,063 172 55

広島市広島市広島市広島市とととと畜場畜場畜場畜場 9,791 2,708 1,985

福山市福山市福山市福山市とととと畜場畜場畜場畜場 10,786 3,068 1,546



家畜家畜家畜家畜のののの搬入搬入搬入搬入 生体検査生体検査生体検査生体検査

解体前検査解体前検査解体前検査解体前検査解体前検査解体前検査解体前検査解体前検査

とととと ささささ つつつつとととと ささささ つつつつ

解 体解 体

解体後検査解体後検査解体後検査解体後検査

内臓検査内臓検査内臓検査内臓検査

枝肉検査枝肉検査枝肉検査枝肉検査

解体後検査解体後検査解体後検査解体後検査

内臓検査内臓検査内臓検査内臓検査

枝肉検査枝肉検査枝肉検査枝肉検査

検検検検 印印印印検検検検 印印印印

搬搬搬搬 出出出出

とさつとさつとさつとさつ禁止禁止禁止禁止

解体禁止解体禁止解体禁止解体禁止

全部廃棄全部廃棄全部廃棄全部廃棄

一部廃棄一部廃棄一部廃棄一部廃棄

精密検査精密検査精密検査精密検査

細菌細菌細菌細菌・・・・病理病理病理病理・・・・理化学理化学理化学理化学

精密検査精密検査精密検査精密検査

細菌細菌細菌細菌・・・・病理病理病理病理・・・・理化学理化学理化学理化学

合格合格合格合格

不合格不合格不合格不合格

保留保留保留保留

と畜場における食肉検査（と畜検査）の流れ

合格合格合格合格

合格合格合格合格

不合格不合格不合格不合格

不合格不合格不合格不合格

合格合格合格合格

不合格不合格不合格不合格
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家畜家畜家畜家畜のののの搬入搬入搬入搬入 生体検査生体検査生体検査生体検査

解体前検査解体前検査解体前検査解体前検査解体前検査解体前検査解体前検査解体前検査

とととと ささささ つつつつとととと ささささ つつつつ

解 体解 体

解体後検査解体後検査解体後検査解体後検査

内臓検査内臓検査内臓検査内臓検査

枝肉検査枝肉検査枝肉検査枝肉検査

解体後検査解体後検査解体後検査解体後検査

内臓検査内臓検査内臓検査内臓検査

枝肉検査枝肉検査枝肉検査枝肉検査

検検検検 印印印印検検検検 印印印印

搬搬搬搬 出出出出

とさつとさつとさつとさつ禁止禁止禁止禁止

解体禁止解体禁止解体禁止解体禁止

全部廃棄全部廃棄全部廃棄全部廃棄

一部廃棄一部廃棄一部廃棄一部廃棄

精密検査精密検査精密検査精密検査

細菌細菌細菌細菌・・・・病理病理病理病理・・・・理化学理化学理化学理化学

精密検査精密検査精密検査精密検査

細菌細菌細菌細菌・・・・病理病理病理病理・・・・理化学理化学理化学理化学

合格合格合格合格

不合格不合格不合格不合格

保留保留保留保留

スクリーニングﾞ検査

確認検査

確定診断

焼却処分

スクリーニングﾞ検査スクリーニングﾞ検査

確認検査

確定診断

焼却処分

ＢＳＥ検査ＢＳＥ検査((牛牛))

陽性陽性陽性陽性

陽性陽性陽性陽性
陰性陰性陰性陰性

と畜場における食肉検査（と畜検査）の流れ

合格合格合格合格

合格合格合格合格

不合格不合格不合格不合格

不合格不合格不合格不合格

合格合格合格合格

陰性陰性陰性陰性

不合格不合格不合格不合格
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ＢＳＥ検査

と畜場におけると畜場における

ＢＳＥ対策ＢＳＥ対策

陰 性 陽 性

１回目１回目

２回目２回目

陰 性 陽 性

確認検査確認検査

確定診断確定診断確定診断確定診断
出出出出 荷荷荷荷

【国立感染症研究所等】

スクリーニングスクリーニングスクリーニングスクリーニング検査検査検査検査

【広島市食肉衛生検査所】

陰 性 陽 性

【ＢＳＥ検査に係る専門家会議】

検査材料（延髄）検査材料（延髄）
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陰陰陰陰 性性性性 陽陽陽陽 性性性性

１１１１回目回目回目回目

２２２２回目回目回目回目

陰陰陰陰 性性性性 陽陽陽陽 性性性性

確認検査確認検査確認検査確認検査

陰陰陰陰 性性性性 陽陽陽陽 性性性性



と畜場におけるＢＳＥスクリーニング検査結果

※ 平成１５年11月福山市でＢＳＥと診断された牛（ホルスタイン去勢21か月齢）

7

年度年度年度年度

検査結果検査結果検査結果検査結果

合計合計合計合計

広島県食肉衛生広島県食肉衛生広島県食肉衛生広島県食肉衛生

検査所検査所検査所検査所

広島市食肉衛生広島市食肉衛生広島市食肉衛生広島市食肉衛生

検査所検査所検査所検査所

福山市食肉衛生福山市食肉衛生福山市食肉衛生福山市食肉衛生

検査所検査所検査所検査所

検体数検体数検体数検体数 陽性陽性陽性陽性 検体数検体数検体数検体数 陽性陽性陽性陽性 検体数検体数検体数検体数 陽性陽性陽性陽性 検体数検体数検体数検体数 陽性陽性陽性陽性

13～～～～

17
92,385 ＊＊＊＊1 7,670 0 44,356 0 40,359 ＊＊＊＊1

18 21,915 0 1,515 0 9,855 0 10,545 0

19 22,371 0 1,403 0 10,264 0 10,704 0

20 23,157 0 1,336 0 10,485 0 11,336 0

21 22,238 0 1,202 0 9,620 0 11,416 0

22 21,697 0 1,140 0 9,154 0 11,403 0

23 22,367 0 1,091 0 10,250 0 11,026 0

24 21,640 0 1,063 0 9,791 0 10,786 0



牛牛牛牛のののの特定部位特定部位特定部位特定部位とはとはとはとは、ＢＳＥ、ＢＳＥ、ＢＳＥ、ＢＳＥのののの病原体病原体病原体病原体プリオンプリオンプリオンプリオンがががが蓄蓄蓄蓄

積積積積するするするする可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある部位部位部位部位ですですですです。。。。

・３０月齢以下の牛

回腸遠位部

頭部の扁桃を含む部位

・３０月齢超の牛

回腸遠位部

頭部（舌、ほほ肉を除く部位）、脳、眼球

脊髄、背根神経節を含む脊柱
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特定部位（SRM）の除去

と畜場におけると畜場における

ＢＳＥ対策ＢＳＥ対策

（ＳＲＭ ： Ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ Ｒｉｓｋ Ｍａｔｅｒｉａｌ）

9

脊髄吸引脊髄吸引脊髄吸引脊髄吸引

硬膜除去硬膜除去硬膜除去硬膜除去

ＳＲＭＳＲＭＳＲＭＳＲＭ

専用容器専用容器専用容器専用容器



ＢＳＥ検査対象月齢見直しに係る考え

◆◆◆◆ 食品安全委員会食品安全委員会食品安全委員会食品安全委員会のののの評価結果評価結果評価結果評価結果にににに基基基基づくづくづくづく今回今回今回今回のののの国国国国のののの管理措置管理措置管理措置管理措置のののの見見見見

直直直直しはしはしはしは、、、、理解理解理解理解できるできるできるできる内容内容内容内容。。。。

◆◆◆◆ 牛牛牛牛のののの飼養管理基準飼養管理基準飼養管理基準飼養管理基準がががが正確正確正確正確にににに遵守遵守遵守遵守されされされされ、、、、飼料規制飼料規制飼料規制飼料規制がががが守守守守られていれられていれられていれられていれ

ばばばば、、、、今後今後今後今後ももももＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥのののの発生発生発生発生するするするするリスクリスクリスクリスクはははは極極極極めてめてめてめて小小小小さいさいさいさい。。。。

◆◆◆◆ 特定部位特定部位特定部位特定部位（ＳＲＭ（ＳＲＭ（ＳＲＭ（ＳＲＭ))))のののの管理管理管理管理がおこなわれがおこなわれがおこなわれがおこなわれ、、、、月齢月齢月齢月齢によるによるによるによる分別管理分別管理分別管理分別管理がががが

十分十分十分十分にににに機能機能機能機能していればしていればしていればしていれば、ＢＳＥ、ＢＳＥ、ＢＳＥ、ＢＳＥののののリスクリスクリスクリスクはははは極極極極めてめてめてめて少少少少ないないないない。。。。

◆◆◆◆ 全国全国全国全国のののの自治体自治体自治体自治体がががが7777月月月月1111日日日日からのからのからのからの全頭検査見直全頭検査見直全頭検査見直全頭検査見直しにしにしにしに向向向向けけけけ調整調整調整調整していしていしていしてい

るるるる。。。。

◆◆◆◆ 平成平成平成平成25252525年年年年5555月月月月30303030日日日日にににに国際獣疫事務局国際獣疫事務局国際獣疫事務局国際獣疫事務局（ＯＩＥ）（ＯＩＥ）（ＯＩＥ）（ＯＩＥ）総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて、、、、国際国際国際国際

的的的的ななななＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥのののの安全性格付安全性格付安全性格付安全性格付けけけけ（ＢＳＥ（ＢＳＥ（ＢＳＥ（ＢＳＥステータスステータスステータスステータス））））のののの最上位最上位最上位最上位であるであるであるである「「「「無視無視無視無視でででで

きるきるきるきるＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥリスクリスクリスクリスク」」」」のののの国国国国（（（（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ清浄国清浄国清浄国清浄国））））にににに認定認定認定認定されたされたされたされた。。。。
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ＢＳＥ検査対象月齢見直しに係る考え

以上以上以上以上のののの状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、広島県及広島県及広島県及広島県及びびびび広島市広島市広島市広島市においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、

� 月齢月齢月齢月齢によるによるによるによる分別管理分別管理分別管理分別管理をををを確立確立確立確立させさせさせさせ、ＳＲＭ、ＳＲＭ、ＳＲＭ、ＳＲＭのののの分別管理分別管理分別管理分別管理

もももも確実確実確実確実にににに行行行行いますいますいますいます。。。。

� 6666月月月月３３３３日日日日のののの省令改正省令改正省令改正省令改正にににに合合合合わせわせわせわせ、、、、7777月月月月1111日日日日からからからからＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥのののの

全頭検査全頭検査全頭検査全頭検査をををを取取取取りやめりやめりやめりやめ、、、、省令省令省令省令でででで定定定定めるめるめるめる月齢月齢月齢月齢（（（（48484848月齢月齢月齢月齢

超超超超））））のののの牛牛牛牛についてのみについてのみについてのみについてのみ、ＢＳＥ、ＢＳＥ、ＢＳＥ、ＢＳＥ検査検査検査検査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

�福山市福山市福山市福山市においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、検討中検討中検討中検討中。。。。
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食肉の安全・安心の確保について

� とととと畜畜畜畜のののの各段階各段階各段階各段階におけるにおけるにおけるにおける検査検査検査検査

� ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ検査検査検査検査のののの適切適切適切適切なななな実施実施実施実施

� 特定部位特定部位特定部位特定部位のののの確実確実確実確実なななな除去除去除去除去
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