食品安全委員会企画等専 門調査会
（第 12 回）議事録

１．日時

平成 26 年 12 月８日（月）

13:59～17:30

２．場所

食品安全委員会中会議室（赤坂パークビル 22 階）

３．議事
（１）平成 26 年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告について
（２ ）平成 26 年度食品安全委 員会が自ら行 う食品健康影 響評価の案 件候補の選定 につい
て
（３）リスクコミュニケーションのあり方に関するワーキンググルー プの設置に ついて
（４）その他

４．出席者
（専門委員）
川西座長、有路専門委員、大澤専門委員、大瀧専門委員、大西専門 委員、
鬼武専門委員、神村専門委員、小出専門委員、河野専門委員、迫専門委 員、
鈴木専門委員、髙岡専門委員、田﨑専門委員、民野専門委員、坪田専門 委員、
局専門委員、戸部専門委員、夏目専門委員、堀口専門委員、松谷専門委 員、
宮野専門委員、山根専門委員、山本専門委員、渡邉専門委員
（専門参考人）
唐木専門参考人、原田専門参考人
（食品安全委員会）
熊谷委員長、佐藤委員、三森委員、石井委員、上安平委員
（事務局）
姫田事務局長、東條事務局次長、山本総務課長、関野評価第一課長 、
山本評価第二課長、植木情報・勧告広報課長、野口リスクコミュニ ケーション 官

５．配布資料
資料１

平成 26 年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告について

資料２－１

平成 26 年度「自ら評価」案件の決定までのフロー

資料２－２

企 画等専門調査 会における食 品安全委員会 が自ら行う 食品健康影響 評価対
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象候補の選定の考え方
資料２－３

食 品安全委員会 が自ら行う食 品健康影響評 価に関し企 画等専門調査 会に提
出する資料に盛り込む事項

資料２－４

これまでに選定された「自ら評価」案件の実施状況について

資料２－５

平 成 26 年度食 品安全委員会 が自ら行う食 品健康影響 評価案件候補 につい
て（案）

資料３

リ スクコミュニ ケーションの あり方に関す るワーキン ググループの 設置に
ついて（案）

６．議事内容
○川西座長

それでは、ただいまから第 12 回「企画等専門調査会」を開催いたします。

本日は 24 名の専門委員 、２名の専門 参考人が御出 席です 。食品安全 委員会からも 熊谷委
員長始め、５名の 委員に御出席 いただいてい ます。なお、 本日は専門 委員で５名の 方が欠
席でございます。
また、今回の 調査会から専 門参考人とい たしまして 、UA ゼンセン総 合サービス部 門の原
田副事務局長に御 参画いただい ております。 原田専門参考 人から一言 御挨拶をお願 いでき
ればと思います。

○原田専門参考人

御紹介いただきました原田です。

労働組合の UA ゼンセンから参 加をさせて いただいてお ります。連合 からの推薦と いうこ
とだと思っております。
私は産業別の労 働組合でござ いまして 、食にかか わる産業の労 働者、直接的には 15 万名
ほどが所属をしているということであります。
UA ゼンセン全体ですと 今、大体 2,000 組合、150 万人ほ どの組合員 を抱えておる 組織だ
ということであり ます。ノロの 問題を含めま して食の現場 ではかなり 食中毒の問題 等、関
心が高いところであります。今後ともひとつよろしくお願いいたします 。

○川西座長

ありがとうございます。

それでは、事務局から資料の確認をお願いします。

○山本総務課長

それでは、資料の確認をさせていただいます。

本日の資料は７点でございます。
資料１「平成 26 年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告について」。
資料２－１「平成 26 年度自ら評価案件の決定までのフロー」。
資料２－２「企 画等専門調査 会における食 品安全委員会 が自ら行う 食品健康影響 評価対
象候補の選定の考え方」。
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資料２－３「食 品安全委員会 が自ら行う食 品健康影響評 価に関し企 画等専門調査 会に提
出する資料に盛り込む事項」。
資料２－４「これまでに選定された『自ら評価』案件の実施状況につ いて」。
資料２－５「平成 26 年度食品 安全委員会が 自ら行う食品 健康影響評 価案件候補に ついて
（案）」。
資料３「リスク コミュニケー ションのあり 方に関するワ ーキンググ ループの設置 につい
て（案）」。
このほか鬼武委 員から議題２ に関しまして 提出資料がご ざいました ので、机上配 付をさ
せていただいております。
また、事務局か ら麻痺性貝毒 のファクトシ ートと食品安 全モニター の募集につい てのチ
ラシも机上配付させていただいております。
不足の資料等ございませんでしょうか。

○川西座長

では 、また議事の 進行に従って 何か見つから ないという ものがあれば 、おっ

しゃっていただければと思います。
続きまして、議 事に入る前に 「食品安全委 員会における 調査審議方 法等について 」に基
づく事務局における確認の結果を報告してください。

○山本総務課長

事務局におい て平成 2 5 年 1 1 月 28 日の企 画等専門調 査会の資料１ －３及

びその後に提出さ れた確認書を 確認しました ところ、同委 員会決定に 規定する事項 に該当
する専門委員はいらっしゃいません。

○川西座長

御提 出いただいた 確認書につい て相違はなく 、ただいま の事務局の報 告のと

おりでよろしいでしょうか。

（「異議なし」と声あり）

○川西座長

それ では、議事に入りま す。議 事１の平成 26 年度食品安 全委員会運営 計画の

実施状況の中間報告についてでございます。
まず事務局から資料の説明をお願いします。

○山本総務課長

それでは、お手元の資料１に基づき御説明いたします。

１枚おめくりい ただければと 思います。目 次がありまし て、その後 から横長の表 を掲載
しております。
この表の見方で ございますけ れども、一番 左側の欄につ きましては 、あらかじめ 食品安
全委員会で決定を いたしました 平成 26 年度 の食品安全委 員会運営計 画を記載して おりま
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す。中段は４月１ 日から 11 月 30 日までに実施した事項、 右側の欄は 今後の予定を 記載し
ております。
この資料の 20 ページ以降につきましては、それぞれの参考資料でございます。
説明は横長の資料を中心にさせていただきます。
１ページ、第１ の（２）委員 会の運営の重 点事項でござ います。① の食品健康影 響評価
の着実な実施につ いてはリスク 管理機関との 連携等により 効率的な情 報収集を行っ てきて
おります。また、 ３つ目の○に ございますよ うに、現在リ スク評価方 法につきまし ては、
新しい研究や実用 化に向けた取 り組みが国際 的にも大きく 進展してい るところでご ざいま
して、こうした背 景を踏まえ、 食品安全委員 会においても 新しい評価 方法や、新た な技術
を応用した食品の 評価方法の企 画立案機能を 強化すること が必要だと 考えておりま す。こ
のため平成 27 年度に向けて所要 の予算概算 要求、組織定員 要求を行っ ているところ でござ
います。
②リスクコミュ ニケーション の戦略的な実 施でございま す。２つ目 の○にござい ますよ
うに、この専門調 査会でも御了 承いただきま したけれども 、今後の適 切かつ効率的 なリス
クコミュニケーシ ョン推進に向 けた検討を行 うため、リス クコミュニ ケーションの あり方
に関する勉強会を設置いたしまして、今年５月以降５回ほど実施をして きておりま す。
１枚おめくりい ただければと 思います。③ 調査研究事業 の重点化で ございます。 ２つ目
の○にありますよ うに、平成 22 年度に食品安 全委員会で推 進すべき調 査研究の方向 性につ
きまして、おおむ ね５年のロー ドマップを取 りまとめたと ころでござ います。この たび新
しい評価方法の開 発であるとか 研究の進展を 踏まえまして 、これから の５年先を見 据えた
ロードマップの改 定について現 在、調査・研 究企画会議で 審議を行っ ているところ でござ
います。本件につき ましては、12 月に改定 案を取りまと めた後で委 員会会合に諮 り、決定
をしていただく予定になっております。
第２の委員会の 運営全般につ いてでござい ます。
（ １）が 親委員会の 開催状況でご ざいま
す。４月以降、計 30 回ほど開催してきております。
（２）が企画等 専門調査会の 状況でござい まして、６月 と７月に記 載のとおりの 御審議
をいただいております。
（３）は各ハザ ードごとの専 門調査会の開 催状況でござ います。合 計いたしまし て４月
以降 102 回ほど開催をしております。
また、①にあり ますように高 濃度にジアシ ルグリセロー ルを含む食 品に関しまし てワー
キンググループを 開催して、審 議を行ったほ か、加熱時に 生じるアク リルアミドや クドア
につきましては、他の専門調査会の専門委員もお招きして調査審議を行 ってます。
４ページ（４） 委員会と専門 調査会の連携 の確保につき ましては、 ２つ目の○に ござい
ますように、各専 門調査会に共 通して関連す る分野につい て、例えば 遺伝毒性発が ん物質
のリスク評価手法 でありますと か、あるいは 毒性学的懸念 の閾値とい いまして、毒 性デー
タが不十分で摂取 量が微量な化 学物質の評価 におきまして 、近年、一 部の国で用い られ始
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めた手法につきまして、検討を行ったところでございます。
（５）はリスク 管理機関との 連携の確保と いうことでご ざいまして 、さまざまな 段階の
連絡会議を通じまして情報交換、意見交換を行っているところでござい ます。
続きまして、第 ３の食品健康 影響評価の実 施についてで ございます 。１（１）に ありま
すように、リスク 評価の対象案 件数につきま しては、本年 度に入りま して評価依頼 のあっ
たものは 171 案件、また、本年度に評価 を終了した案 件は 162 案件でございまし た。また、
（２）は企業申 請品目であり ますが、本年度に評価 依頼があった ケースは 31 件、また 、本
年度に評価が終了 した件数は 38 件となって ございます。企 業申請品目 につきまして は標準
処理期間を設定し ておりますけ れども、１件 ほど期間を若 干超過したも のがございま した。
２の評価ガイド ライン等の設 定については 、ベンチマー クドース法 といいまして 、遺伝
毒性発がん物質の リスク評価の 評価値を算出 する場合など に用いられ ている手法に ついて
アクリルアミドの評価に適用していくための知見を収集、整理中でござ います。
３の自ら評価案 件でございま すけれども、 まず選定につ きましては 今回御議論い ただく
ものにつきまして、７月１日から ７月 31 日まで自ら評価案 件の外部意 見募集を実施 いたし
まして、得られた御意見につきまして情報の収集や整理を行っておりま す。
６ページ、これ まで選定した 課題の進捗状 況でございま すけれども 、①～③につ きまし
ては１年前と比べ て特に大きな 変化はござい ません。一方 、④の過熱 時に生じるア クリル
アミドと⑤のクド アにつきまし ては、それぞ れ専門調査会 での審議を 重ねてきてお りまし
て、進捗がみられているところでございます。
（３）自ら評価 の結果の情報 発信でござい ます。７ペー ジの一番上 の○にござい ますよ
うに、この企画等 専門調査会に おきましても 、昨年度の審 議で麻痺性 貝毒について ファク
トシートの作成を するようにと いう御指示を いただいたと ころでござ いますので、 その作
成をいたしまして 11 月 25 日の委員会会合で 報告し、決定 をしており ます。これに つきま
してはあわせてホ ームページで 公表し 、Facebook でも紹介 をしている ところでござ います。
本日、席上にその ファクトシー トを配付して おりますので 、後ほどご 覧いただけれ ばと思
います。
また、自ら評価 案件候補とし て議論になっ ておりました ノロウイル スやサプリメ ントに
つきましては、ホ ームページ等 を通じまして 情報提供を行 っておりま す。このほか ハザー
ド情報につきまして随時更新をしております。
７ページの下か ら８ページ目 にかけまして 、食品健康影 響評価の結 果に基づく施 策の実
施状況の監視でご ざいます。直近 の調査につ きましては平成 24 年 10 月から 25 年３月末ま
でに評価結果を通 知した案件及 びそれ以前の もので進捗の よくないもの の合計 245 品目の
実施状況の調査をいたしまして、７月の親会議で報告をしているところ でございま す。
２の食品安全モ ニターからの 報告につきま しては、４月 以降 44 件の随時報告をい ただき
まして、そのほか意識調査などにも御協力をいただいているところでご ざいます。
９ページ、第５ の調査研究事 業の推進でご ざいます。１ つ目の研究 の推進につい てです
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が、冒頭申し上げ ましたように 、現在ロード マップの改定 につきまし て調査・研究 企画会
議において審議を 行っていると ころでござい ます。また、平成 27 年度の課題につき まして
は、あらかじめ食 品安全委員会 が優先的に実 施すべき課題 を選定して 取りまとめ、 公募し
ているところでございます。
（２）は事後評価で ございますけ れども、25 年度中に終 了した８研 究課題につい て事後
評価をし、研究成 果報告につき ましてホーム ページで公表 し、また、 成果発表会で 発表し
ていただくといっ たようなこと をやっており ます。研究成 果につきま しては、今後 食品安
全委員会英文ジャ ーナル等の投 稿をしていた だくというこ とで依頼を かけていると ころで
ございます。
（３）は中 間報告でご ざいますが 、現在、継続中の平成 26 年採択課 題８課題につ いて中
間報告を取りまとめているところでございます。
次のページ、２ のところでご ざいます。調 査の推進でご ざいますが 、これについ ても同
様に平成 27 年度に優先し て実施すべき 課題について 決定し、実施 をしておりま す。26 年
度中に選定した調 査は６課題ほ どありますが 、実施計画を ホームペー ジに公開する ととも
に、その内容を随時更新しております。
第６、リスクコ ミュニケーシ ョンの促進に ついてでござ います。１ つ目の○は勉 強会の
審議状況でござい ます。２つ目 からが各種意 見交換会やセ ミナーの開 催状況、それ ぞれ開
催回数も含めて記 載をさせてい ただいており ます。できる 限り少人数 、参加型の意 見交換
会を開催するということで企画をしているところでございます。
一番下に（３） リスク管理機 関等の関係省 庁との連携と いうものが ございますよ うに、
消費者庁等の関係 省庁と連携し 、８月に食品 中の放射性物 質、９月に 農薬について 取り上
げております。
12 ページに入りまして、ホームページ、メルマガを通 じた情報提 供でございま す。これ
らにつきましては 国民の関心等 が高いと思わ れるテーマに つきまして 、随時取り上 げて掲
載しておりまして 、それぞれ重 要なお知らせ 等にどのよう なテーマを 取り上げたか を記載
しております。
また、３つ目の ○につきまし ては、この企 画等専門調査 会において も大変関心の 高いテ
ーマでございまし た健康食品に つきまして、 危害情報のペ ージを２月 に立ち上げた ところ
でございますが、 そのページに ついて更新を し、情報提供 の充実を図 ったところで ござい
ます。
今後またノロウ イルスによる 食中毒のポイ ントについて 掲載をして いるところで ござい
ます。
メールマガジン につきまして は、約１万人 に配信をして いるところ でございます が、こ
れについては読者 層を増やして いくために、 同じように食 品安全に関 わりの深いメ ールマ
ガジンを配信して いる農林水産 省本省及び各 地方農政局と 相互リンク を実施してお ります。
13 ページ、Faceb ook の活用について は、そ の特性を生か しまして機 動的に情報発 信を行
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ってきておりまし て、特に新聞 紙上や週刊誌 などで大きく 取り上げら れ、急に関心 が高ま
ったような事案に つきましては 、即日情報発 信を実施する ということ をやっており ます。
最近では人工甘味 料であるとか アクリルアミ ド、牛乳の飲 み過ぎとい うものが報道 された
かと思いますけれ ども、それら につきまして 科学的な情報 を発信する という観点か ら情報
提供をしております。
一番下でござい ます。３の普 及啓発のとこ ろで連続講座 の実施につ いて記載して おりま
す。本年も６回分 の連続講座 を企画しまし て、11 月末時点で ５回終了し 、また、先 週最終
回が終わっており ます。これにつ きましては、ゆくゆくはビ デオ映像を 作成いたしま して、
ホームページに公 開する予定で ございます。 また、連続講 座は来年度 も実施をして いきた
いと考えております。
続きまして（２ ）の普及啓発 でございます 。地方公共団 体等が実施 する意見交換 会等へ
の講師派遣を 41 回ほど行ってお ります。また、２つ目 の○以降は、子 供さんを対象 とした
リスクコミュニケーション活動について記載をしております。
さらに５つ目の ○でございま すが、国際セ ミナーとして 、海外の有 識者をお招き しての
セミナーをこれま で２回ほど開 催しておりま す。６月 にビスフェノ ールＡ、11 月に リスク
コミュニケーションについて取り上げております。
15 ページ（３）食の 安全ダイヤ ルにつきまし ては、４月 以降、一般 の消費者の方 々から
489 件ほどの相談 や問い合わせ を受け付けま して、主な質 問事項につ いては委員会 で毎月
報告し、ホームページに掲載しているところでございます。
４の関係機関・ 団体との連携 体制の構築に ついてでござ いますが、 まずマスメデ ィアと
の連携につきまし ては、報道関 係者を対象と した意見交換 会を４月以 降、４回ほど 、テー
マはトランス脂肪 酸、食べ物の 基礎知識、動 物用医薬品及 びアクリル アミドを取り 上げま
して実施をしてお ります。また 、消費者団体 との情報交換 会につきま しては２回ほ ど、カ
フェインと代謝をテーマに実施をしてきております。
16 ページ（４） 学術団体との 連携でござ います。本年 度初めての試 みでございま して、
日本毒性学会学術 年会と日本獣 医学会学術集 会におきまし て、食品安 全委員会のブ ース展
示を行っていると ころでござい ます。また、 年が明けてか ら日本薬理 学会も開催さ れます
けれども、そこでもブース展示を行う予定でございます。
続きまして、第 ７の緊急事態 対処について でございます 。４月以降 の大きな事案 といた
しましては、熊本 の鳥インフル エンザ発生事 案、７月の輸 入ししゃも に殺鼠剤ダイ ファシ
ノンが混入された 事案、８月の 静岡の大規模な O-157 食中 毒でござい ました。これ らにつ
きましてさまざまな媒体を使いまして注意喚起を行ったところでござい ます。
また、３の訓練 の実施でござ いますけれど も、これは昨 年度と同じ ような考え方 、手順
に基づきまして本 年度も訓練を 行っていると ころでござい まして、４ 月の緊急時対 応手順
訓練から直近では 10 月、11 月 に開催しまし たメディア対 応研修を行 いまして、マ スコミ
の方にお越しいた だいて講義を いただいた後 で、架空のシ ナリオを置 いてプレスリ リース
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資料を作成し、模 擬記者会見を 行うといった 手順での実践 研修を行い ました。この 模擬記
者会見におきまし ては、従来は マスコミの方 だけを助言者 ということ でお招きをし ており
ましたけれども、 本年度はマス コミ関係者３ 名に加え、こ の専門調査 会の堀口委員 と河野
委員にもコメンテ ーターとして 御参加いただ いたところで ございます 。また、今後 は、12
月末に予定されて おります消費 者庁取りまと めの合同での 確認訓練が 実施される予 定でご
ざいますので、その成果を活かしていきたいと考えております。
続きまして、第 ８の情報の収 集、整理、活 用でございま す。食の安 全にかかわる 最新情
報につきまして、 海外のものも 含め情報収集 し、日報、隔 週報等でま とめ、関係機 関に配
付しているところ でございます 。また、一般 の国民の方々 も入手しや すいように、 ホーム
ページ上の食品安全総合情報システムに登載をしているところでござい ます。
第９、国際協調の推 進ですけれど も、
（１）は国際会議等 への委員及 び事務局職員 の派遣
でございまして、18 ページにかけまして４月以降の派遣状況を掲載しており ます。
また、
（２）の海外の研修 者等の招へい につきまして は、６月のビス フェノールＡ につい
ては米国の FDA の有識者及びヨ ーロッパの EFSA の有識者 をお招きいた しました 。また 、11
月のリスクコミュ ニケーション については 、ANSES と EFSA の有識者を お招きして御 講演を
いただいたところであります。
（３）海外の食 品安全機関等 との連携強化 でございます 。４月以降 、海外の機関 と顔を
突き合わせての意 見交換を行っ ておりまして 、４月はフラ ンスの機関 で長官が来訪 されま
したので、その際に意 見交換を行っ ておりますし、ま た、５月は EFSA に私どもの農 薬を担
当している職員を ２人ほど２週 間派遣いたし ましてトレー ニングをし ていただいて おりま
す。そのほか、６ 月に豪州の FSANZ と第２回 定期会合がキ ャンベラの ほうでありま したの
で、委員長以下で 出席をしてお ります。また 、EFSA との 第３回定期会 合につきまし て 11
月に、局長さん以 下が日本に来 られましたの で、そこでも 意見交換を し、有益な情 報交換
ができたと考えております。
最後に（４）海 外との情報発 信でございま すけれども、 評価書を出 しました際に は概要
等の英訳を行い、 ホームページ に掲載すると ともに、委員 会活動状況 につきまして は月報
で英訳をし、海外の機関等に情報発信を行っております。
最後の○でござ いますが、委 員会の英文電 子ジャーナル につきまし ては、４月以 降は６
月末と９月末の２ 回ほどリリー スをしている ところでござ いまして 、また、12 月末 ももう
一本リリースをすべく準備中でございます。
説明は以上でございます。

○川西座長

ありがとうございました。

それでは、ただ いまの説明の 内容あるいは この資料の記 載事項につ きまして、御 質問あ
るいは御意見等が ございました らどうぞお願 いします。い かがでしょ うか。非常に 多岐に
わたる活動をしておられるわけですけれども、よろしいですか。どうぞ 。
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○鬼武専門委員

中間報告の説 明、詳しくあ りがとうござ いました。 非常に活動内 容が多

岐に富んでいると いうことと、 その内容が非 常にいろいろ な関係者に 有益なものと 私は理
解をしました。
それで１点だけ、19 ペー ジ、この間、海外 の情報発信を 特に強めて やられている という
ことも、この間の 行動計画の中 に入っている と思いますが 、特に海外 の情報、英訳 をした
り、海外からのレ スポンスとい うのはそうい うものはどの ぐらいかあ るのでしょう か。個
別の評価結果につ いての問い合 わせとか、そ ういうものは どのぐらい あるのでしょ うか。
この点についてお尋ねします。

○川西座長

事務局のほういかがでしょうか。

○山本総務課長

特に何件とい う形でまとめ ているわけで はございま せんけれども 、事務

局の出張実績をご 覧いただくと わかるように 、常に誰かが リスク評価 機関にて情報 交換を
しているほか、先 方からも来て いただいてい るところでご ざいますの で、その準備 段階で
それぞれのリスク 評価機関で最 もホットな話 題につきまし て、情報交 換をしている ところ
でございます。私ど もの評価結果 であります とか、最近取り 組んでいる 課題等につい ては、
お互いが共有をするという形でかなりこまめに情報共有がされていると 考えており ます。

○鬼武専門委員

○川西座長

ありがとうございました。

ほかにいかがですか。どうぞ。

○夏目専門委員

食品健康影響 評価の着実な 実施のところ で、新しい 評価方法とか 新しい

技術を応用すると いう意味での 企画立案機能 、要するにロ ードマップ のところでご ざいま
すけれども、平成 22 年度にロードマッ プをつくり 、そして ５年たって 新しいロード マップ
を今、作成中でほとんどでき上がっているというお話をいただきました 。
この５年間の間 にどのような 成果があった のか少し教え ていただき たいというふ うに思
いますのは、この 中で例えば評 価ガイドライ ン等の策定の ところ、５ ページのとこ ろで例
えばベンチマーク ドース法の適 用方法につい て知見を収集 、整理中。 こういうふう に新し
い方法を取り入れ ていくという ような、TTC もそうなのだ と思います けれども、そ ういう
お話がございまし たので、ここ ５年間のロー ドマップに従 っての調査 研究の成果が そうい
う新しい方法につ ながっていっ たのかどうか 。詳しく教え ていただけ ればありがた いと思
います。

○川西座長

事務局のほうで譲り合わないで、お願いします。
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○関野評価第一課長

評価第一課長の関野でございます。

私からお答えに なっているか どうかわかり ませんが、一 応関連のと ころを述べさ せてい
ただきたいと思います。
今、御指摘いた だきましたの は５ページの 評価ガイドラ イン等の策 定のところだ と思い
ますけれども、ま ず全体の動き といたしまし ては、ここに 書きました 11 月 30 日までに実
施した事項という ことに中ほど のカラムに書 いてある事項 でございま すが、具体的 にベン
チマークドースと書いてございます。
ただ、ここにつ きましては、 右側のカラム をごらんいた だければと 思いますけれ ども、
実はこのアクリル アミドの評価 というものは ここで掲げま した汚染物 質部会でこう いった
手法の検討を行う 今まだ前段階 にございまし て、化学物質 等の専門調 査会において 、まさ
にアクリルアミド そのものが自 ら評価の中で 評価を行って いる最中でご ざいます。加 えて、
その評価の過程に おきまして動 物での成績に 関しましては ある程度検 討が行われて おりま
すが、次の段階と してヒトにお ける暴露量、 食品の摂取量 も含めてな のでございま すが、
それらについて今 まさにアクリ ルアミドその ものの評価を 行っている 最中ですので 、それ
がある程度見えて きた上でアク リルアミドを １つの題材に いたしまし て、この評価 手法、
ベンチマークドー ス法の評価手 法になじむの かどうかとい ったところ に進ませてい ただき
たいと思っていま して、まだ具 体にこの件に つきましては 、これから という部分で ござい
ます。
そのほかに関し まして、一般的 にこれまで の取り組みの 中で新しい部 分につきまし ては、
農薬の分野で申し 上げますと、 必ずしも評価 手法という確 立した標準 的な方法論が 完成し
たわけではござい ませんけれど も、今年度こ の４月から新 たに従来の ADI に加えて 急性参
照用量というもの を新たに設定 し始めており ますので、そ の過程にお いてどういっ た試験
成績に基づいて ARfD を設定して いくかとい うことについ て今、若干試 行錯誤といい ましょ
うか、検討を重ね ている最中で ございまして 、そういった ところから 幾つかの事例 なり経
験を積み重ねてい く中で評価手 法につなげて いければと思 っておりま す。まだまだ 具体な
お答えにはならないかと思いまして、その点はおわびさせていただきた いと思いま す。
私からは以上です。

○姫田事務局長

今の ARfD についてつけ加 えますと、まず ARfD につ いては研究事 業をや

って、そしてその 中で ARfD についての 農薬の中での ガイドライン を、ARfD をつけ るガイ
ドラインをつくっ て、それで４ 月からやって きたというこ とで、数年 かかって現実 には。
それでちょうどマ ラチオンを契 機にここでと いうことでの ４月から AR fD をつけた という
ことで、研究があ って、そして いわゆるガイ ドラインをつ くってとい う形で進めて きてお
ります。

10

○川西座長

ありがとうございます。

河野専門委員、どうぞ。

○河野専門委員

御報告ありがとうございました。

食品安全委員会 の大きな機能 として、食品 健康影響評価 その他食品 の安全性に関 する情
報をしっかりと提 供するという ことがあると 思っておりま す。それで ここ半年の間 、季刊
紙「食品安全」な ど定期刊行物 で情報を提供 されています し、非常に 国民が関心を 持って
いる健康食品に関する危害情報のページ等も充実を図っていらっしゃい ます。
また、13 ページでは 、メディアで 報道された 情報について 、日付入りで Face book に情
報を載せられたと いうことで、 急な報道で国 民が不安に思 うような情 報に対して科 学的な
見解が提供されています。
さらに 16 ページでは、緊急事 態への対処と いうことで上 期ですと熊 本県の鳥イン フルエ
ンザ発生をはじめ として、3 件 の緊急時の情 報提供をされ たというこ とです。それ ぞれ重
要度というか、情 報が含有して いるリスクの 大きさという のは違うと 思いますが、 情報発
信されたことで、 国民や関係者 からどのよう な反応があっ たかという のを教えてい ただけ
ればと思います。 リスクコミュ ニケーション は双方向の情 報の行き来 というものが 必要だ
と思いますが、例 えば定期刊行 物にはどのよ うな読後感想 があるとか 、緊急時の対 処に関
してはどんなふうな反応があったのか、そのあたりを教えていただけれ ばと思いま す。

○川西座長

いかがでしょうか。

○植木情報・勧告 広報課長

ま ず私どものい ろいろなリス クコミュニ ケーションの 取り組

みを評価いただきまして、ありがとうございます。
反応でございま すけれども、 季刊誌に関し ましては、私 ども方々で いろいろとお 話をす
る機会があるわけ ですが、その とき、ある出 席者の方から 季刊誌をい つもありがと う、非
常に参考になっているという、そういうコメントをいただいたことがご ざいます。
Facebook につきまして は、今年 ２月から始め たわけでござ いますけれど も、意外 と機動
的に情報発信でき るなという感 じを持ってお りまして、こ こでは「い いね」の数が ござい
ますので、まだま だ個々のペー ジにつきまし て３桁にいく ものはあま りないのでご ざいま
すけれども、それ でも結構「い いね」の数が 積み上がって きています ので、そうい う意味
で皆さんに関心を 持っていただ いていますし 、特にクリテ ィカルな問 題に関しまし てはい
ろいろなコメント が出てござい ますので、そ ういうものを 見ながら、 やはりそうな んだな
と反応を参考にし ています 。Facebook に関し ましてはニュ ースが出て すぐに私ども が情報
を提供しますと、 早ければ早い ほどレスポン スがいいとい うことがご ざいますので 、迅速
性というものが非 常に重要なん だなというこ とを常に感じ て、今後と も迅速な情報 提供に
努めたいと思っているところでございます。
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私のほうからは以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかにございますか。どうぞ。

○戸部専門委員

御説明ありがとうございました。

７～８ページの 部分の食品健 康影響評価の 結果に基づく 施策の実施 状況の調査と いう部
分なのですけれど も、245 品目 に対してのリ スク管理措置 の実施状況 ということで 、具体
的なリスク管理措 置がまだ講じ られていない 品目があると いう御報告 でした。この 中で品
目を見ますと農薬 とか動物用医 薬品とか化学 物質、汚染物 質、このあ たりが品目の 数とし
ては多いのかなと 思うのですけ れども、これ は評価の諮問 があったも のに対して評 価をし
て返したのだけれ ども、リスク 管理措置にま だ至っていな いというこ とだと理解し たので
すが、これは何か 理由があるの でしょうか。 せっかく評価 をしても管 理措置までい かない
と、実効性という点ではどうなのかなと思いまして。

○川西座長

お願いします。

○姫田事務局長

今おっしゃっ た件について は、数も多い のですけれ ども、まず農 薬に対

しては MRL、いわ ゆる残留基準 値とか、動物 用医薬品につ いても MRL 、添加物につ いては
MUL をそれぞれリ スク管理機関 でつくります 。その具体的 な作業その もので時間が かかっ
ている。場合によ っては私ども の評価を得て から具体的に 彼らの業界 がありますか ら、そ
の業界とのどういう MRL をつく るかという作 業に時間がか かっていて、 最終的な MRL を出
したりというとこ ろまで行き着 いていないと いうことで、 リスク管理 措置が講じら れなか
ったという範疇に入ってしまうということです。
現実的には１年 でそこまで持 っていくとい うのは、リス ク管理機関 としてはかな り厳し
い作業のようです。

○戸部専門委員

ありがとうございました。

状況はわかりま した。そうす ると左側のと ころに書いて あるきめ細 かくフォロー が必要
なものというのは 、ルーチンで どうしてもあ る程度一定の 期間が必要 というもの以 外に、
何か進捗を少し見ていかないといけないものがあるということなのでし ょうか。

○植木情報・勧告 広報課長

今 、手元にはな いのですけれ ども、具体 的にきめ細か くフォ

ローを行うものは 決めてござい まして、例え ば３年たって も先方のリ スク管理機関 におけ
る進捗状況に変化 といいますか 、進歩がない もの。そうい うものにつ いてはきちん と細か
くフォローして、 場合によって はヒアリング を行うという ことをやっ てございまし て、今
12

年はおかげ様でそ ういうものは なかったので ございますけ れども、昨 年度の例で申 し上げ
ますと、なかなか 分析方法、例 えば基準を決 めても実際そ れをどうや って測るのか という
ことを決めなけれ ばいけないも のですから、 その分析方法 の確定に時 間がかかって いると
か、あるいは私ども ADI を決め たときに、そ れを作物別に 割り振るの ですけれども 、いろ
いろと従来と違っ て工夫が要る とか、そうい うものもござ いました。 必要があれば リスク
管理機関からヒア リングをして 、なるべくし っかりやって くれという ことは伝える という
ことで対応してございます。
以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。よろしいですか。

○姫田事務局長

フォローさせていただきます。

例えばプリオン ですと海外の 評価案件だと 思うので、そ うすると相 手の国とのど ういう
輸入条件にするか というのが時 間がかかって しまうという ものがあり ます。もう一 方で、
リスク管理をやっ ているのだけ れども、やは り今後ともし っかり見て いかないとい けない
というのは、例え ばかび毒・自 然毒というの は私どもが TDI を必ずし もつくれるも のでも
ない、あるいは場 合によっては つくれるもの であっても、 リスク管理 機関が一挙に 基準値
を決められるもの でもありませ んので、低減 措置をずっと 図っていか ないといけな いとい
うものがあります 。ですから、 そういうこと についてより 低減措置が 日々というか 、年々
実行されていくか ということも 、私どものほ うから確認し ていく必要 があるという 意味で
の回答でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

それ以外に、どうぞ。

○山根専門委員

４ページに食 品健康影響評 価の実施件数 等の記載で、参考に 23 ページに

具体的な数値の表 がありますけ れども、ここ のところもよ ろしいでし ょうか。ちょ っと今
さらですが、見方を 説明いただけ ればと思い ます。例年と比 べて数値と してはどうな のか。
何かトピック的なところがあれば一例を挙げて教えていただければと思 います。

○川西座長

事務局いかがでしょうか。

○関野評価第一課 長

とりあえ ず一例として ふさわしいか どうかはと もかく、農薬 につい

て数字の変化を述 べさせていた だくと、今、 23 ページで見てい ただいている のは 11 月 30
日現在でございま す。ちょっと 私、今、手元 にございます のが夏の７ 月の段階のも のしか
ございませんので 、そんなに大 きな動きはな いのですけれ ども、まず この表の中ほ どにあ
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る合計というとこ ろで今 980 というところの 数字、これが 夏、７月の段 階では 973 という
ことで、ここがプ ラス７増えて ございます。 ということは リスク管理 機関からの要 請が７
件その期間中に増えたというふうになります。
一方で評価終了 のところの数 字ですけれど も、今 690 という数字が ございますが 、これ
が当時７月の段階で 678 でござ いましたので 、差し引きで 見ますと 12 ということに なりま
す。
したがって、こ のわずか５カ 月の間の動き でございます が、入って きた分で評価 をしな
ければいけないも のがプラス７ 、その かわり処理で きたものが 12 ということ で、差 し引き
５件、入りと出で 言うと処理が 進んでいると いうような見 方ができる のかなと思っ てござ
います。ごく一部の例でございますが、農薬のケースはそういうケース でございま す。

○川西座長

なか なかこれは細 かく見ると少 し大変かとは 思いますけ れども、何か 特定の

部分で気になる部分はございますか。

○姫田事務局長

ちょっと申し 上げますと、 例えば農薬で ポジティブ リスト関係と いうも

のがございます。 これは 485 評価要請されて いるのですけ れども、そ の中で評価終 了した
ものが 266 ということで、その うち 14 ということで、こ れは約 10 年前に農薬とか 動物用
医薬品についてポ ジティブリス ト化して、一 挙にどんと要 請されたも のがございま す。そ
れを今、滞貨を日々崩しているところでございます。
それ以外のとこ ろは毎年来た ものがフロー で流れている ということ で、そこはほ ぼ流れ
ているのですけれ ども、その一 方で借金とい いますか、滞 貨を崩しな がら、今回こ れだけ
の滞貨が崩せたと見ていただければと思っております。
ほかのものにつ いては、どう してもこれ以 外のどちらか というと自 ら評価案件の ほうが
研究事業からとか 、それ以外の ものがありま すので、時間 が一つ一つ のものについ てかか
るものがあります 。それから、 下のほうに高 濃度にジアシ ルグリセロ ールを含む食 品に関
するワーキンググ ループのもの とか、こうい うワーキング グループ物 についてはそ れぞれ
の評価がかなり困 難だったもの ですから、そ ういうワーキ ングをやっ ております。 今の終
わりかけておりま すけれども、 高濃度にジア シルグリセロ ールを含む 食品に関する ワーキ
ングなんかで評価 案件が１つあ りましたが、 まだ評価は終 わっていな いという状況 になっ
ているところで、これは今年度中に解消できればと考えておるところで ございます 。

○川西座長

ありがとうございます。

どうぞ。

○鬼武専門委員

今のことに関 連するのです けれども 、多分、20 03 年に食品安全委 員会が

できて健康影響評 価をその当時 ガイドライン 等をつくって やっていた ころと、多分 今年の
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事例でいくと先ほ ど農薬につい ては ARfD を も含めて評価 の中に入れ るということ になっ
ていると、数も出 のほうが多い ということで プラスの要因 があります けれども、中 身とし
ても短期間の間に 充実して ARfD をも含めて 、評価も 含めてやっ ていますから 、私は 数だけ
ではなくて、中身 としても評価 ができる内容 になってきて いるのでは ないかと理解 してお
ります。

○川西座長

ありがとうございます。

それ以外に何か ございますか。私から資料の 22 ページの ところで定 員要求という ところ。
ここで農薬登録申 請スキームの 国際標準化に 伴いというよ うなことが 書かれている のです
が、これはどういうことなのでしょうか。

○山本総務課長

これは農薬の 登録申請をし ます際に、農 薬の登録申 請というのは 農薬メ

ーカーさんが農林 水産省にされ るわけですけ れども、その とき通常、 申請で使う様 式は、
これまでは農薬抄 録といいまし て、日本独自 の様式を使っ ておったの ですが、農薬 メーカ
ーは国際的にも展 開していきた いというメー カーが多く 、英語で 、しかも OECD で共 通で使
っている様式、こ れはドシエと 言っているの ですけれども 、そういう ものへ基本的 に移行
させていくべきで はないかとい う議論がされ まして、農薬 登録制度を 持っておりま す農林
水産省で、今後は様式をドシエに統一していくというような方針を定め られました 。
そして、来年の 春先ぐらいか ら基本的には 新しい申請に ついてはド シエでしか受 け付け
ないとされており ます。これに 伴い、評価に つきましても 、基本的に は農薬登録の 際に申
請された資料をも って評価資料 としても使っ ていくことに なりますの で、様式が変 わり、
かつ、ほとんどが 英語というこ とでございま すので、その 中で評価と して活用して いくた
めに必要なチェッ クをしていく ための業務量 が以前よりも ふえていく ということが 想定さ
れることからこのたび定員要求として２名の増員をお願いしているとこ ろでござい ます。

○川西座長

これは TPP とかそういうことともリンクしているのですか。

○山本総務課長

○川西座長

それとは直接リンクしておりません。

ありがとうございます。

○姫田事務局長

T PP というよ りは、国際標 準化というこ とで農薬、 その一歩手前 での動

物用医薬品も、要 するに今、基 本的にはドシ エで受け入れ ようという ことで、そう すると
特に農薬については FAMIC のほ うで抄録をつ くるときに事 前審査をや って、それで いわゆ
る抄録は既に FAMIC が目を通し たものが抄録 として上がっ てきておっ たのですけれ ども、
今回はドシエにな りますから 、FAMIC がドシ エの中身まで 云々しないも ので出てくる ので、
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当然、我がほうに 上がってきた ときは手間が かかることに なります。 ですから当然 、私ど
ものほうの評価に 労力がかかり ますので、評 価そのものは 専門調査会 でやっていた だくの
で、時間的にはそ んなよけいに はならないよ うにしたいと 思っていま すけれども、 そうい
う意味でトータル の日本全体の 、政府として の農林水産省 、厚生労働 省、私どもの ほうで
トータルとしての登録までにかかる時間を短くしようということです。
もう一方は、こ れは海外のた めだけではな くて、それを 日本の農薬 メーカーが抄 録をつ
くって、日本で登 録して、海外 でまたドシエ をつくるとい うことにな りますので、 当然、
日本の農薬メーカ ーは最初から ドシエをつく って、それで 海外に打っ て出られる、 あるい
は海外のリスク管 理機関に同時 にいわゆる登 録申請できる という形に なります。国 内のほ
うも海外のほうも、より承認までの時間が短くなるであろうということ でございま す。

○川西座長

ありがとうございます。

これは例えば委 員会での評価 、報告書等々 をみんな英語 にしてしま おうというこ となの
ですか。そうではないですか。

○姫田事務局長

私どもは最終 的に評価が終 わったものに ついては、 評価書という ものを

日本語でつくって おります。こ れについては もちろん従来 どおり日本 語ですが、提 出され
る資料、ドシエは そのまま英文 で構わない。 ただ、ドシエ について要 約はつけてく れとい
うことで、要約は 日本語にして くれというこ とにしており ます。ただ 、今まではド シエを
抄録にするのに英 文を和訳する だけで相当の 金額と時間を 要していた ことは事実で す。で
すから、メーカー側のその時間が短くなるということがあります。
私どものほうは 、この動きと は別途何度も 御説明をして おりますけ れども、いわ ゆる評
価書の要約につい ては英文にし て掲載させて いただくとい うこと。そ れから、もう 一つは
ジャーナルでの海 外の関心の高 いものについ ては、評価書 そのものを 英文にして海 外に発
信させていただいている状況です。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかにございま すか。ないよ うでしたら、 一応、先ほど から御指摘 いただいたポ イント
等々を踏まえて、委員会の運営に取り組んでいただくようによろしくお 願いいたし ます。
この後、自ら評価 の審議に入り ますけれど も、多分それは 時間がかか ると思います ので、
ここで 10 分間ぐらいまず休憩を入れて、それから次の議題に入りたいと思います。
３時ごろになる べく戻ってい ただくように していただけ ればと思い ます。ちょっ と休憩
します。ありがとうございました。

（休

憩）
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○川西座長

では 、小出専門委 員がまだ戻っ てこられてい ないようで すけれども、 ぼちぼ

ちと始めさせていただければと思います。
それでは、議 事（２ ）の「平成 26 年度食品 安全委員会が 自ら行う食 品健康影響評 価の案
件候補の選定について」の審議を行います。
まず、事務局のほうから資料の説明をお願いします。

○山本総務課長

それでは、お手 元の資料２ －１～２－５ までに基づき 御説明いたし ます。

資料２－１～２ －３につきま しては、本年 ６月の企画等 専門調査会 でお示しした 内容で
ございまして、基 本的には御了 解いただいた 上で公募を進 めてまいり ました。おさ らい的
に資料２－１を御 説明させてい ただきますと 、７月いっぱ いをかけま して、ホーム ページ
等により一般から の意見募集を 実施いたしま して、いただ いた御意見 につきまして 、事務
局のほうで案件に ついての整理 をしてまいり ました。本日 、企画等専 門調査会にお ける審
議の第１回絞り込 みということ でございまし て、自ら評価 の案件候補 について、ふ さわし
いものについて御議論をいただくことになります。
また、後ほ ど御案内さ せていただき ますけれども 、次回 の１月 30 日に予定してお ります
企画等専門調査会 におきまして 、第２回絞り 込みをお願い し、この日 には絞り込ま れた案
件候補につきまし て、それぞれ 取り扱いを決 定していただ きます。従 来は自ら評価 案件候
補として選ぶかど うかというこ とだけを審議 いただいてお りましたけ れども、それ だけで
はなくて、複数の 選択肢につい て御議論をい ただくと。仮 に自ら評価 案件候補にし なくて
もファクトシート を作成すべき であるとか、 あるいは積極 的に情報収 集し、情報提 供をす
る案件候補として 選んでいただ くといったよ うな複数の選 択肢を視野 に入れて、取 扱いを
御審議いただくと いうことを予 定しておりま す。その後、 親会議にか けまして、そ れぞれ
の取扱いについて最終決定をしていくという流れになってございます。
資料２－２をご 覧いただけれ ばと思います 。食品健康影 響評価対象 候補の選定の 考え方
でございまして、 国民の健康へ の影響の程度 に照らして、 評価の実施 の優先度が高 いと考
えられるものを選 んでいくとし 、下記の選定 基準が２つの いずれかに 該当するかど うかと
いうのをメルクマ ールとしてお ります。また 、選定に当た りましては 、国民の評価 ニーズ
や科学的知見の充足状況にも配慮するものとするとしております。
資料２－３は御 審議をいただ く際に事務局 のほうで整理 をさせてい ただく資料の 項目で
ございまして、本日の資料２－５はこれに相当しております。
続きまして、資 料２－４をご らんいただけ ればと思いま す。参考ま でに、これま で選定
された案件の進捗状況について取りまとめたものでございます。
１ページ目は、 １年前と状況 に変更はござ いませんので 、昨年と同 じ情報を掲載 させて
いただいております。
裏面をごらんい ただければと 思います。新 しい状況とい たしまして は、以前も御 報告を
させていただきま したが 、20 年度に選定しま したオクラト キシンＡと 食品中のヒ素 につき
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まして、昨年度に 評価が終了し 、リスク管理 官庁に通知を したという ことを書いて ござい
ます。
22 年度の加熱時に生じ るアクリルア ミドにつきま しては、これまでに化 学物質・汚染物
質専門調査会化学 物質部会で６ 回の調査審議 を行ったとこ ろでござい ます。現在、 急性毒
性等の機序等に係るたたき台をもとに調査審議を行っているという状況 でございま す。
24 年度のクドアにつき ましては 、微生物・ウイルス専門 調査会でこ れまで３回審 議を行
っているところで ございます。 これにつきま しては、情報 収集、知見 の整理を行う ととも
に、現在、農林水産省 のほうで３年 計画で研究事 業を行ってお られますので、26 年度末に
も終了すると言わ れている、そ の研究事業の 報告等も踏ま えまして、 引き続き審議 を行っ
ていく予定でございます。
続きまして、資 料２－５をお 開きいただけ ればと思いま す。この資 料２－５と、 その後
ろについておりま す大き目の資 料ですね。個 票のほうが本 日の審議の 中心となる資 料だと
考えております 。７月に 募集をいたし まして 、このたび一 般の方から 24 件の提案を いただ
いておるところで ございます。 例年に比べる と数が減って おりますけ れども、それ ぞれの
項目につきまして 、提案者がよ り詳細な情報 提供をしてい ただいてい ることから、 昨年よ
りも大分議論がしやすくなっているのではないかと考えております。
24 件という数は限定さ れてはおりま すけれども 、これら を平たく同 じように議論 してい
きますと、議論も 進まないこと から、事務局 のほうで特に 重点的に評 価案件候補の 是非に
ついての御審議を お願いしたい ものを９件ほ ど選ばせてい ただきまし た。ただ、そ れ以外
についても個票の ほうには記載 をしておりま すので、必要 だよという 御意見をいた だけれ
ば、上のほうに挙げて御審議をいただいても構わないと考えております 。
事務局の整理と しては、資料 ２－５にあり ます指標のＡ ～Ｃのいず れかに該当す るもの
については、重点 というところ から落とさせ ていただきま した。１つ 目のＡは、現 在評価
中のもの、あるい は評価済みで も比較的最近 終わったもの については 外しておりま す。Ｂ
については、環境 汚染物質の問 題が大きくて 、食品の摂取 から来る健 康被害という 点から
見ると、ちょっと 距離感のある ようなものも 落としており ます。それ から、リスク 評価の
問題ではないもの 。表示とあり ますが、特に これは有効性 の表示につ いての御意見 を言わ
れた方があります ので、そうい うものである とか、あるい は監視・指 導の制度その ものの
問題であるとか、 あるいは摂取 態様とか使用 方法が著しく 通常の方法 より逸脱して いると
いう場合のリスク 評価について も、優先順位 という点から 落ちるかも しれないなと いうこ
とでＣということにさせていただいております。
整理でいきます と、裏面をご 覧いただけれ ばと思います 。事務局と して、特に御 議論い
ただきたいものを 上の１のグル ープで１～９ まで選んで整 理をしてお ります。また 、それ
以外のグループ。 今回の自ら評 価の対象では ないと考えら れるもの、 Ａ～Ｃのいず れかに
該当するものにつ いては、下の 10 以下という ことで整理を させていた だいたところ でござ
います。後ほど個 票を説明いた しますので、 その際に一つ 一つ御議論 をお願いでき ればと
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思います。
以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

では、個別の案 件に関しての 審議を行う前 に、今、説明 いただいた 内容あるいは 資料２
－１～２－５の記 載事項につい て、何か質問 がありました ら、お願い します。また 、一つ
一つの個別に関す る審議に先立 って議論して おいたほうが よいような ことがありま したら、
あわせて御指摘いただければと思いますが、いかがでしょうか。

○鬼武専門委員

今の評価方法 の２の（24） というのは、 何もないも のでいいので しょう

か。

○山本総務課長

説明をさせて いただきます 。24 は与論島 のハーブテ ィーでござい ますけ

れども、これは 個票のほう にも情報をつ けておりませ ん。とい いますのは 、この御提 案は、
このハーブティー を開発された 事業者が今後 商品を売り出 していくに 当たり、安全 性評価
をしてくださいと いう御要望で ございまして 、自ら評価の 選定の趣旨 とは異なると いうこ
とで、資料からも割愛させていただいております。

○川西座長

その ほか、主に議 論の仕方に関 すると言って もいいと思 いますけれど も、何

か御質問、御指摘 はございます か。昨年も同 様のことをや って、昨年 は自ら評価の 対象の
選択以外に、幾つ かの案件に関 しては、ファ クトシートを つくりまし ょうといった 結論も
得たのですが、基 本的には同様 の議論の方法 を踏襲しまし ょうという ことですが、 よろし
いでしょうか。
それでは、次に 、今回の案件 候補について 、より詳しい 御説明をお 願いします。 一とお
り御説明いただいた後に案件候補ごとの審議を行いたいと思います。
まず、事務局か ら、特に先ほ ど２－５の中 で、９つを御 議論いただ きたい案件と して選
んだわけですけれども、そのあたりの考え方を含めて御説明いただけれ ばと思いま す。

○植木情報・勧告広報課長

情報・勧告広報課の植木でございます。

この A3 の資料につきまして 、内容は 結構盛りだく さんでござ いますので 、簡潔に 御説明
させていただきたいと思います。
一番左に№とご ざいまして、№ １の「（４）危害要 因等」は「指定 添加物の再評 価」でご
ざいます。
「（５）要請内容」でございます。現 在、指定添加物リス トに掲載さ れている食品 添加物
の中には、その安 全性評価や認 可が行われた 時期が古いも のがあると いうことでご ざいま
して、その次の黒 ポツで「現在 EU にお いては」とご ざいますが、 その中ほどに 、2009 年
19

以前に使用が認め られていた全 ての食品添加 物は 2020 年 までに再評 価をされねば ならな
いとなっているということでございます。
一番最後のポツ でございます が、日本にお いても再評価 を実施する政 策・方針を作 成し、
そういうような仕組みを構築すべきではないかという要請でございます 。
これにつきまし ては、「（10） リスク管理措 置等」が参考 情報でござ いますけれど も、そ
こで一番下に厚生 労働省のこと が書いてござ います。厚生 労働省のほ うでも一度指 定した
ものはそのままで いいとは考え てございませ んで、古いも のは何らか の対応が必要 だねと
いうことで、内部 のほうではい ろいろとどう すべきかにつ いては検討 はされている と聞い
ております。
「（13）備考」で ございます。 あくまでも 現状について 説明している わけですけれ ども、
食品添加物につき ましては企業 申請品目でご ざいまして、企業がデータ を提出するの だと。
それがないとなかなか評価はできないという現状を説明しているわけで ございます 。
ここには書いて ございません けれども、私 どもは海外の EFSA とかリ スク評価機関 の情報
を集めてございま して、仮にそ こで、今、日 本でオーケー になってい るような指定 添加物
であっても、何か 疑義があった り、あるいは 危ないという 情報があれ ば、そこは十 分にキ
ャッチできるとい う体制になっ てございます ので、もしそ ういうもの があれば、リ スク管
理機関と相談をし て、何らかの 対応を相談す るということ は十分でき るかなと思っ ている
わけでございます。
２ページ、№２「既存添加物の評価」でございます。
既存添加物の評 価は、食品品 安全委員会発 足後も厚生労 働省のもと で継続的に行 われて
いるということで ございまして 、リスク管理 に関係しない 機関（食品 安全委員会） によっ
て実施されること が望ましいと 考えると書い てございます 。これまで 食品安全委員 会で審
議されたものは、 発がん性が理 由で既存添加 物名簿から消 除されたア カネ色素のみ である
ということが書かれていて、そういうような内容の要請がございました 。
これにつきまし ても「（13 ）備考 」に書いてご ざいます。これもあく までも私ども の審査
の現状の仕組みで すけれども、 企業のほうか ら試験データ 等を提出さ れまして、そ れに基
づいて私どもは安 全性を審査し ておりますの で、なかなか データがな いと審査がで きない
という面はあるのかなと思ってございます。
「（10）リスク管 理措置」でご ざいます。 厚生労働省で も、「既存天 然添加物の安 全性評
価に関する調査研 究」等を行い まして、139 品目の点検を 行っている 、問題のある ものは
削除しているとい うことを記載 させていただ いてございま す。これが №２の要請の 内容で
ございます。
３ページ、№３「食品添加物や食物アレルゲン」でございます。
「（５）要請内容」でございます が、食品衛生法に より、アレルギー 物質を含む食 品につ
いては、消費者 の健康危害の 発生を防止す る観点から 、2001 年からこ れらを含む食 品の表
示が義務づけられ ているという ことでござい まして、2 003 年には、食 品安全委員会 が創設
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されたにもかかわ らず、依然と して食物アレ ルギーについ てはリスク 管理機関のみ で検討
されているということでございます。
その２つ下のポ ツでございま すが、諸外国 、例えば EU においては 、リスク評価 機関の
EFSA の意見に基づいて 、表示す べきアレルギ ー物質が法制 化されてい るということ でござ
いまして、一番最 後のポツでご ざいますが、 アレルギー表 示の所管が 消費者庁に移 管され
てからは、消費者 委員会のほう でいろいろと 議論されてい るのだけれ ども、表示の 科学的
理由が必ずしも明確ではないというような御意見でございます。
「（６）危害要因に関する情 報」としましては、亜 硫酸です。これを アレルゲンと 定めて
いない理由を示すべきであるという内容になってございます。
これにつきまし ては、「（13） 備考」として 少し書かせて いただいて ございます。 備考の
一番下ですが、現在 、食物アレル ギーの評価に 関する科学的 知見が不足 していること から、
私ども食品安全委 員会では、調 査・研究事業 を行いまして 、知見の収 集を行ってい るとい
うところでございます。
４ページ、№ ４「硝酸根（硝酸塩 ）の過剰摂取 やミネラル類 の過剰摂取 」でござい ます。
「（５）要 請内容」で ございます けれども、野菜ジュース やノンカロ リースポーツ 飲料使
用過多について、 硝酸根の過剰 摂取やミネラ ル類の過剰摂 取は問題な いのであろう かとい
うことでございます。
これに関しまし ては、「（10） リスク管理措 置等」にござ いますけれ ども、私ども 食品安
全委員会では、ファクトシート「本来的に食品に含まれる硝酸塩」を出 しておりま す。
「（13）備 考」ですけ れども、このファクト シートの中に 記載されて いるわけでご ざいま
すが、例えば、ホウレ ンソウに含ま れる硝酸塩で すと、ホウレン ソウ１kg というの はかな
り多いのでござい ますが、3,560±552mg でご ざいまして、これは仮に 100g を想定す れば、
これの 10 分の１、356±50 程度になる かと思ってご ざいます 。野菜ジ ュースとござ います
けれども、これが 107.3±145.7 ですの で、この野菜 ジュースの値 は１kg 当たりです ので、
非常に大ざっぱに 申し上げて、野 菜ジュース を２Ｌ飲むと ホウレンソウの 100g とい うこと
かと。オーダー的にはそんなものかなと思ってございます。
硝酸塩につきま しては、私ど ものファクト シートもござ いますし、 あとは特に野 菜に含
まれる硝酸塩につ きましては、 農水省でもホ ームページで いろいろと 書いてござい ます。
硝酸塩につきまし ては JECF A で AD I を定めてご ざいます。JE CFA は野 菜中の硝酸塩 がどの
程度血液に取り込 まれるかのデ ータが得られ ていないこと から、野菜 から摂取する 硝酸塩
の量を直接 ADI と比較すること や、野菜中の 硝酸塩につい て基準値を 設定すること は適当
ではないというこ とでございま すので、その ことがそのま ま野菜ジュ ースに当ては まるの
かどうかという問題はありますが、そういうような状況にあるというこ とでござい ます。
５ページ、№５ 「ノロウイル ス食中毒防止 に向けた微生 物学的リス ク評価」でご ざいま
す。御承知のとお り、我が国の 食中毒の患者 数の半分はノ ロウイルス でございまし て、そ
ういうことを受けての要請でございます。
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最初のポツの最 後の４行目で ございますが 、どういう対 策にどれだ けの予算を投 ずれば
効果的な結果を期 待できるかに ついて予測が たたない現状 では、効果 的な対策をと ること
ができないという ことでござい まして、次の 段落の最後の ３行ですが 、フードチェ ーンの
各段階でとり得る 対策のリスク 低減効果を評 価することが 必要である ということで 、最後
の段落ですが、２ 年間で評価を 終了すべきで あるというこ とと、デー タが必要にな ってま
いりますけれども 、そのために は農林水産省 、厚生労働省 、地方自治 体に協力を依 頼し、
国を挙げて取り組むことが望ましいということが提案内容に書かれてご ざいます。
（９）の参考情報でござ いますけれど も、平成 22 年に食品安全委員 会ではリスク プロフ
ァイルとしまして、「食品中のノロウイルス」を公表してございます。
「（13）備考」でございますが、私ど ものリスクプ ロファイルの 中では、リスク評 価を進
めるための『今後 の課題』がリ ストアップさ れてございま すが、現状 においてはこ れらに
対応する新たな知 見は得られて いないという ことでござい ます。評価 を行う場合に は、デ
ータがいろいろと 必要になって くるわけでし て、そういう データを関 係省等で収集 する必
要があるということでございます。
もう一点は、ノ ロウイルスは 食中毒として の要因も大き いのでござ いますが、最 近では
食べ物以外にもヒ ト－ヒト感染 の対応がござ いますので、 その辺にな りますと食中 毒の枠
を超えまして、感 染症対策とい う分野との連 携といいます か、そうい うものが必要 になっ
てくるということでございます。
№６「鶏肉にお けるカンピロ バクター・ジ ェジュニ・コ リの微生物 学的リスク評 価」で
ございます。こ れも昨年度 で申し上げま すと、カ ンピロバクタ ーによる食中 毒は、患 者数、
件数とも２番目ということで、大きいものがございます。
提案内容の最初 の段落の中ほ どでございま すけれども、 減少傾向が 認められては いるも
のの事例数は依然 として細菌性 食中毒の上位 を占める。よ って、鶏肉 のカンピロバ クター
による食中毒低減 に向けた、さ らなる効果的 な対策を策定 し実行する ためのリスク 評価が
必要ということでございます。
次の段落で、そ れぞれの場所 に応じて、ど ういうことが 必要か記載 がございます 。その
段落の最後の４行 でございます 。以上のよう な具体的な対 応の効果の 推定も含めた リスク
評価が行われれば 、食中毒低減 のためのさら なる効果的対 策が期待で きるというこ とが書
かれてございまし て、一番最後 ですが、デー タの取得のた めには、関 係省庁、地方 自治体
に協力を依頼して、国を挙げて取り組む必要があるということが書いて ございます 。
これにつきまし ては、参考情報の（９）でご ざいます。平成 22 年６月に「鶏肉中 のカン
ピロバクター・ジェジュニ/コリ」の評価書を公表してございます。
「（13）備考」ですけれども、カンピ ロバクター対 策につきまし ては、生産農場と 食鳥処
理場での一貫した 衛生管理が重 要であるとい うことでござ います。そ れぞれの汚染 度の調
査等が必要となる ということで すが、その場 合には、どう いうような データを集め ること
が可能かどうか、 それについて リスク管理機 関と確認する 必要がある ということを 記載し
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てございます。
７ページ、№７「かび毒（フモニシン）」でございます。
「（５）要 請内容」で ございます けれども、コーデックス で今年の７ 月に規格が決 定した
ということでござ いまして、我 が国でもそれ を受けて、規 格基準の必 要性を検討す る必要
があるのではないかということでございます。
「（６）危害要因に関する情 報」でございます。２ つ目のポツで、世 界各地のとう もろこ
しから高頻度、高濃度に検出されている事例があるということでござい ます。
次の次のポツで すが、我が国 では健康被害 の報告は現状 ではないと いうことにな ってご
ざいます。
（９）で、JECF A が今年の７ 月に決めまし た暫定最大耐 容一日摂取 量を記載して ござい
ます。
「（13）備考」としましては、評価に 当たっては調 査事業を実施 して、いろいろな データ
を集めることが必要ということを記載してございます。
８ページ、９ペ ージ、これは 「（４）危害 要因等」とし ましては、「『 いわゆる健康 食品』
による健康被害に ついての科学 的根拠に基づ く調査・考察 と被害回避 のための論理 的な内
容の情報発信」と いうことで、 これは評価と いうよりは、 情報発信を すべきという ような
御提案かなと思ってございます。
「（５）要請内容」ですけれども、か いつまんで報 告しますと、２つ 目の段落の最 後の３
行でございます。 日本医師会、 日本栄養士会 、国立健康栄 養研究所な どのウエブサ イトに
は、健康被害事例 や状況の説明 がなされてい るということ でございま して、私ども は食品
安全委員会のホー ムページにも 健康食品に関 する被害情報 としまして 、どういうよ うな事
例があるのかをすぐわかるようにしてございます。
９ページの「（５）要請内容」で すけれども、さら に被害を予測 し、回避するため の判断
を促す論理的な説 明がなされて いないことが 問題であると いうことで ございまして 、科学
論文や PubMed に引用されている 確かな副作 用情報を吟味 して、正確な 情報を公正な 立場で
体系的に参照しや すい情報とし て発信する必 要があるとい う御提案、 要請の内容に なって
ございます。
８ページの「（13 ）備考」です けれども、 いわゆる健康 食品はたくさ んございます ので、
個々につきまして は、製品によ って成分の入 り方とか、あ るいは摂取 方法が違うの で、企
業にデータを求め る必要がある のですけれど も、なかなか 自ら評価の 対象とするの は難し
いのかなというこ とでございま して、他方、 一般論として 健康食品の リスクについ て注意
喚起をすることは 重要でござい まして、私ど ものホームペ ージを通じ て情報を提供 してい
るということを記載してございます。
以上が、いわゆる健康食品に関する情報発信でございます。
10 ページ、№９ の「（４）危 害要因等」は 「家畜糞に含 まれる抗生 物質が農作物 に与え
る影響評価（薬剤耐性菌）」でございます。
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「（５）要請内容」ですが、消費者の 中には、家畜糞堆肥 を利用して いる農作物は 食べな
いという独自の基 準を持ってい る方がいると 。その多くは 、家畜に使 用されている 抗生物
質が糞に含まれて おり、それが さらに農作物 に含まれると いう考えの ようですとい うこと
でございます。こ れらに関する 情報は一番最 後のポツでご ざいますが 、以下の論文 しか見
つからず、安全かどうかがわからない状態であるということが書いてご ざいます。
これにつきまし ては、きょう 御欠席ではご ざいますが、 公益社団法 人日本獣医師 会会長
の藏内専門委員の ほうからメモ をいただいて ございますの で、簡単に 御紹介をした いと思
ってございます。
まず、家畜の分 野では疾病の 予防や治療に さまざまな抗 生物質が使 われているの は事実
でございますけれ ども、それに つきましては 薬事法あるい は獣医師法 で細かな規制 がござ
いますし、肉とか 卵とか牛乳等 への残留をな くす目的で休 薬期間を設 けたりしてお ります
し、そこは厳しく チェックをし ている、もし 基準をオーバ ーしますと 経済的な損失 も大き
いので、畜産農家の順法意識は極めて高いということが記載されてござ います。
今回御提案のあ った家畜糞に 含まれる抗生 物質でござい ますけれど も、排泄され た抗生
物質、またはその 代謝物に関し ての知見でご ざいますが、 これにつき ましては、被 害とか
科学的なデータが ないという認 識だというこ とでございま して、もし そういうよう なこと
が科学的にそうい うデータがあ れば、協会と しても対応を するという ことが書かれ てござ
います。
参考としまして 、家畜排泄物 の対応につい ては非常に厳 しくやって いるというこ とが記
載されてございま して、家畜の糞 尿について は規制が非常 に厳しいとい うことで、例 えば、
家畜排せつ物法と いう法律がご ざいまして、 そこで堆肥舎 の設置が義 務づけられて ござい
まして、家畜排泄 物からの汚水 が地下水を汚 染することを 防ぐ目的で すし、糞尿が 完熟発
酵する段階で有害 菌が死滅する ことが証明さ れてございま すので 、発酵熱 、摂氏 80 度以上
で完熟しますので 、それで耐性 菌も死滅する という御趣旨 かと思って ございます。 藏内専
門委員のほうから は、堆肥の規 制を充実させ ることによっ て、消費者 の心配は今の ところ
はあまりないのではないかという御意見をいただいております。
資料に戻りまし て、いろいろ と書いてござ いますけれど も、例えば 、食品健康影 響評価
でございますと、 これまで以下 の抗菌性物質 について評価 を行ってい るところでご ざいま
すし、備考にもい ろいろと書い てございます が、今の藏内 専門委員と ダブるところ もござ
いますので、省略をさせていただきたいと思います。
以上が９つの課 題でございま して、11 ペー ジ以降が今回 の自ら評価 の対象ではな いと考
えられるものとし ておりますの で、ごく簡単 に御紹介だけ させていただ きたいと思い ます。
11 ページの№10「カ ロリーゼロ 飲料など、人工甘味料を 使った飲食 物の長期摂取 による
生体恒常性維持機能への影響」でございます。
これにつきまし ては、
（９ ）ですけれ ども、食 品安全委員会 では、人 工甘味料につ きまし
ては、既に評価を行っ ているところ でございまし て、そういうこと を踏まえまし て、
「（13）
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備考」ですが、評価済みという整理をさせていただいております。
№11「臭素系難燃剤（PBDE）」で ございます。これ につきまして は、基本的には食 品の問
題というよりは、 環境汚染物質 の問題であろ うということ で、Ｂと整 理をさせてい ただい
てございます。
12 ページ、№12「フッ 素樹脂中の PFOS，P FOA（パーフ ルオロ化合物 ）」でござい ます。
これに関しまして は、「（10）リ スク管理措置 等」で一番最 後に、私ど もは、一応フ ァクト
シートを作成をし てございます 。ただ 、これにつき ましては、
（13）に 書いてござい ますけ
れども、基本的に は環境汚染物 質ということ なのかなと、 とりあえず 整理をさせて いただ
いております。
13 ページ、№13 「ポリ袋（半 透明の､薄手 のもの）に調 味料等を入 れた状態での 耐熱性
等について」でございます。
「（６）危害要因 に関する情報 」ですが、「 パッククッキ ング」とい う食品スーパ ーなど
のレジ後に使える ロールになっ た薄いポリビ ニール袋を利 用しての調 理法が最近、 少し話
題になっているようでございまして、そういうものは大丈夫かというこ とでござい ます。
「（10）リスク管理措置等」で、私ど もは、ラップフィル ムから溶出 する物質につ きまし
てはファクトシー トをつくって ございますけ れども、今回 の要請はポ リ袋ですので 、これ
は必ずしも合わな いということ がございます が、備考のほ うに書いて ございますが 、これ
はリスク評価とい うよりは、使 用方法、そう いうものを使 っていいか どうかという ことで
すので、自ら評価にはなじまないと整理をさせていただいております。
№14「肉の生食 （生肉を食べ ない）」でご ざいます。こ れにつきまし ては、（13） で、豚
の食肉の生食に係 る規格基準を 設定すること につきまして は現在評価 中でございま すので、
現在評価中と整理をさせていただいております。
14 ページ、№15、「 花火大会等に おける冷やし きゅうりの販 売と O-157 感染」で ござい
ます。これにつきまして も「（13）備考」で書かせて いただいてお りますが、これは リスク
評価というよりは リスク管理で すね。事業者 の監視や指導 の問題ではな いかというこ とで、
Ｃと整理をさせていただいております。
№16「はちみつ 」でございま す。これは乳 児ボツリヌス の問題です けれども、（13 ）で、
乳児ボツリヌスに つきましては 、既に有効な リスク管理措 置がとられ ておるという こと。
これは厚生労働省 のほうで１歳 未満の乳児に 対するはちみ つの摂取を 避けるよう指 導して
ございますので、近年は発症例も少数だということで、Ｃとさせていた だいており ます。
15 ページ、№17「クドア」でございます。これはまさに現在評価中でござ います。
16 ページ、№18 「ウナギ目魚 類の血清毒 （イクシオト キシン等）」 でございます 。これ
に関しましては、
（10）に厚生 労働省「自然毒の リスクプロフ ァイル魚類・血清 毒」がござ
いまして、ここで 既に情報が記 載されてござ いまして、我 が国では食 中毒の正式記 録はな
いということ等、 あとはウナギ 目魚類の血清 に関しまして は毒がござ いますので、 これが
傷口に入ると炎症 とか化膿とか 浮腫を引き起 こすこういう 症例はウナ ギの調理人の 間では
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有名であるという ことが書かれ てございます 。こういうも のを摂取す る方は極めて 少ない
だろうと思いますので、摂取の問題ということで、Ｃと整理してござい ます。
№19「笹エキス 」でございま す。薬なのか 、サプリなの か、健康食 品なのか不明 である
という御指摘がご ざいました 。これに つきましては 、もち ろん医薬品で はないわけで すが、
（13）で、これは 表示の問題で ございますの で、これもＣ と整理させ ていただいて おりま
す。
17 ページ、№20「酵素」でございま す。最近 、酵素が健 康によいと いう主張に基 づいた
ものがあるという ことでして、 ４つ目のポツ ですが、酵素 栄養学が誤 った学問であ ること
を行政が中心とし て広報して、 怪しげな健康 食品や飲食店 を是正すべ きということ で、そ
の次に「食品健康影 響評価を実施 する案件で はないかもし れませんが」とございます ので、
右側の方で、これ も私どものほ うではＣとし まして、表示 の問題であ るということ で整理
をさせていただいております。
№21、いわゆる 事業所弁当の 衛生「HACCP による管理シ ステムを一 般の弁当製造 所にも
導入すべき」とい うことでござ いまして、こ れもまさに（ 13）に記載 してございま すが、
弁当製造の監視・ 指導でござい ますので、評 価ではなくて 、リスク管 理の問題と整 理をさ
せていただいてございます。
18 ページ、最後のペ ージでござい ます。№22「海外から の輸入食品 、海外で加工 された
食品の安全性の基 準、規制、管理に ついて」でござ います。これに つきましても「（13）備
考」に書いてござ いますが、こ れはまさしく リスク管理の 問題ですの で、Ｃと整理 をして
おります。
一番最後の№23 「有毒植物の 混入」でござ います。世界 の各地には 得体の知れな い植物
がある。輸入食品 には何が入っ ているのかわ からない。そ ういう植物 を常に監視す るとい
うことでございま す。これも（1 3）で、私ど もは評価をす る場合には 、物が特定で きてい
ないと評価できな いわけでござ いまして、評 価対象が特定 できないと いうことです し、こ
れは輸入品の管理 でございます ので、リスク 管理の問題と 整理をさせ ていただいて おりま
す。
以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

それでは、今、 事務局から説 明のあった案 件候補ごとに コメント等 をいただきた いと思
うところなのです が、この 23 件を全部 ひっくるめて 議論すると 、今後 絞り込む上で 大変に
なりますので、事務局が今回 の自ら評価の 対象ではな いと分類した ものとして 、10 番の人
工甘味料から 23 番の有毒植物の 混入まで 、自ら評価 対象から外 したわけです けれども 、こ
れらの案件に関し て、いや、そ うではない、 やはり少し深 く議論をし たほうがいい だろう
というような御指 摘があれば、 ここでいただ いて、もしそ うならば、 １番目の評価 案件候
補としての是非に ついて議論す る対象に分類 しようかと思 いますが、 委員の先生方 はいか
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がでしょうか。10 番～23 番に関して、こ れは議論した いというよ うなことがあ れば、どう
ぞ。

○有路専門委員

提案に書かれ ている情報と いうか、整理 の仕方が多 分悪いのだと 思いま

すが、№15 の O157 等の問題の 中で、いわゆ る非加熱食品 における食 中毒の中でも 昔から
言われていますけ れども、浅漬 けの食中毒は 後を絶ちませ ん。冷やし キュウリは話 になら
ないような衛生管 理だったのは そのとおりで すが、例えば 、札幌の白 菜の浅漬けの 件であ
るように、こうい う本来だった ら、普通の食 品だったら適 切に保存料 を使っていれ ば、こ
ういう問題は行い 問題というの がありますね 。これが実際 のところは 、浅漬けは保 存料を
使うことができま せん。使って はいけないと いうことにな っているか ら、結局こう いう問
題が発生するとい う矛盾の整理 は、自ら評価 でする内容で はないかもし れませんけれ ども、
余り放置するべきではないのではないかと思います。
特に亜硝酸塩の 話でそちらに 書いています けれども 、O157 とか、こ ういうのは亜 硝酸塩
とナイシンとか、 そのあたりが あれば、こん な８名も死な なくて済ん だのではない かと思
うところがありま すので、そこ ら辺はリスク ベネフィット のこともあ りますけれど も、一
度整理をするべきではないかなと思います。
以上です。

○川西座長

では 、この花火大 会等における 冷やしキュウ リというこ とではなくて 、非加

熱食品一般の話として、議論をしてみたいというほうに残したらという ご提案です ね。
ほかにございますか。どうぞ。

○山根専門委員

深く議論すべ きとか、対象 に入れてほし いという提案 ではないので すが、

書きぶりが気にな るというか 、13 ページのポリ 袋のところで す。要請 している方の 中にも
ありますけれども、結構調理に利 用している 人は多いと思 います。この 備考欄を見ま すと、
そういう使い方に ついては想定 されないとい うことで断言 されていま すが、やはり 既に想
定されるべき、想 定できるもの と思いますの で、ポリ工業 会のほうで 加熱調理には 適さな
いということを言 っているわけ ですし、積極 的に注意喚起 には努めて いただきたい と思い
ました。

○川西座長

とい うことは、今回 の自ら評価 の問題という よりは、注意 喚起という意 味で、

こういうことはす るとリスクが あるぞという ことを広報し ましょうと いう意味です ね。そ
ういうコメントがあったということで取り扱わせていただければと思い ます。
それ以外に、どうぞ。

○大瀧専門委員

今の意見に加 えさせていた だきたいので すけれども 、私もパック クッキ
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ングという調理法 を子供が通う 学校の家庭科 教育学級という PTA 活動 で習ったこと があり
ます。調味料を加 えた液に素材 を漬けて一晩 高温で放置す るのですが 、そのときに 気にな
りましたので講師 の方に袋の素 材から溶出は ないのですか と聞いたこ とがあるので すけれ
ども、全く問題が ないというこ とでしたので 、やはり注意 喚起はして いただいたほ うがい
いと思います。

○川西座長

そう いうコメント があったとい うことは記録 に残してお くということ にさせ

ていただきます。
ほかにございますか。どうぞ。

○堀口専門委員

一個一個とい うわけではな いのですけれ ども、リス クの評価をす るとき

はハザードそのも のの問題と、 それをどれだ け流通してい て、どれだ け接触する機 会があ
るのかというのが 、案件を決め ていくときの 一つの指標に なるのでは ないかと私は 考える
のですが、そうな ったときに、 この紹介され たものについ て、どの程 度使われてい るのか
なとか、そういう 情報が全ての 項目において 抜け落ちてい て、例えば 極端な話です が、非
常にハザードとし て強力なもの であったとし ても、ヒトが 食べないの であれば、そ れは評
価をする必要はな いわけですの で、できまし たら、今回は 無理でも、 どのくらい利 用され
ているというか、使用されているのかという情報が欲しいなと思いまし た。
例えば、私は全 然わからない のですけれど も、酵素も抜 け落ちる材 料に入ってい るので
すが、この方が言 っているのは 酵素を摂食し ている人が多 いから、今 後は健康被害 が及ぶ
のではないかとい う言い方をし ていらっしゃ ると思います 。確かにテ レビで見ます けれど
も、どの程度そう いうものが使 われているの かというのが 全く私はわ からないので 、それ
を注意喚起の項目 に挙げるもの か、挙げない ものかという のもよく判 断ができない なと思
いました。
一般的にさっき 有路専門委員 が言われたと おり、お漬物 というのは 私たちの食生 活の中
でなじみがあるも のですから、 必ずしも使用 量をここで言 わなくても 、なるほどな と納得
がいく部分がある のですが、こ ういう新しい ものに関して はどの程度 流通している のかと
いう情報がないと 、注意喚起の 項目に値する のかどうなの かという判 断が難しいと 思いま
した。
以上です。

○川西座長

今お っしゃったの は、提案者が それをあわせ て調べて提 案すべき、と いうこ

とではないですね。

○堀口専門委員

提案者はどの 程度流通して いるかという ことは多分 わからなくて 、それ

は言われた側が調 べるべき項目 としてあると 思います。そ れは添加物も 三百幾つかあ って、
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現状は全部使われ ているのか、 使われていな いのか、どの 程度使用さ れているのか という
情報も、例えば、 聞きに行った けれども、わ かりませんで したと言わ れるのと、わ かった
ところだけ書いて あるのでは違 うかなと思い まして、ハザ ードと暴露 量のところの 流通量
なり摂取量や使用量が知りたいというところです。

○川西座長

これは今回、酵素に関してはなかなか大変ですね。

○堀口専門委員

わからないの で、すなわち 、これをぱん と落として いいものかど うなの

かという、採用す る理由も大事 だと思います が、削除する 側の理由も すごく大事か なと思
っていて、この人 はたくさん暴 露をしている のではないか という言い 方をしている のであ
れば、一つの理由 として使用量 なり何なりと いうのは、健 康被害発生 のおそれ情報 ありと
いうところに結構 ついていて、注 意喚起とい うのはおそれ ありに対して するべきもの だし、
どういうふうに考 えたらいいの かが、ここの 自ら評価案件 かどうか以 外のところも さっき
言われたので、積 極的に情報収 集、提供、注 意喚起はどれ に当たるの ですかね。そ こがよ
くわからなかった。

○川西座長

これ はなかなか難 しいところで すが、そうい う意見があ ったというこ とを記

録にとどめておくという扱いで、今日のところはよろしいですか。

○堀口専門委員

私は以前も使 用量について は評価指標と して挙げて ほしいという 話をし

た記憶があるので、済みませんが、次回からよろしくお願いします。

○川西座長

資料の整理をする事務局側から何かありますか。

○植木情報・勧告 広報課長

貴 重な御意見を ありがとうご ざいました 。ただ、言い 訳とい

いますか、いわゆ る健康食品に 関しましては なかなか、ど れだけ世の 中に出回って いて、
どれだけ消費者が 購入している かというデー タは恐らく、 多分メーカ ーに聞いても 難しい
と思いますので、 量ということ は、ちょっと トライはして みたいと思 いますが、か なり難
しいのではないかというのが率直な気持ちでございます。

○堀口専門委員

健康食品に限 った話ではな くて、全ての 評価のもの について、流 通量が

わかるものとわか らないものの 整理なりをし ていただける と、例えば 、お漬物に関 して言
うと、漬物組合か 何かがたしか あったと思い ますけれども 、どの程度 販売している かとい
う量はわかるのか なと思ったり します。健康 食品について はわからな ければ、わか らない
で結構です。流通 量とかわかる ものについて は御記入をし ていただけ れば、判断す る材料
が一個ふえるかなと考えます。
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○川西座長

ありがとうございます。

これは特定の酵 素に関してど うかというこ とであれば、 恐らくでき ると思います けれど
も、漠然と酵素と 言われると、 私がもし調べ ろと言われる と非常に困 惑をしてしま う気が
します。

○堀口専門委員

私もそうなの で、調べたけ れども、わか らないとい うところを明 確にし

てもらえれば、そ れで構わなく て、酵素の話 ではなくて、 添加物とか に関しても、 お漬物
に関しても同じような考え方です。

○川西座長

有路専門委員、どうぞ。

○有路専門委員

堀口専門委員 が言うことに は私も大賛成 ですけれど も、もともと リスク

評価をするときは 分母の部分も 計算して最終 的に評価をす るので、通 常はリスク評 価に入
った後にどれくら いの人が使用 しているかと いうのは計算 することに なっていると 確かに
思います。ただ、 おっしゃると おり、影響が 大きいかどう かがわから ないところに 当たり
をつけるというの は、我々がこ れをやるかど うかというの を選択する 一つの評価基 準であ
ることは間違いな いとは思いま すので、そこ は全般的に今 後のところ で参考情報の 中で、
要するに世の中に 対する影響度 、あるいはそ の実態として 、どれくら い広まってい るかと
いうのは定性的で もいいので、情 報を足して おくほうがい いのではない かと私も思い ます。
その酵素という 話は、私の書 いたエッセイ が参考情報に 挙がってい て、ちょっと 笑って
しまいましたけれ ども、こうい うオカルトチ ックなものは 後を絶たな いのはこうい う世界
で、こういう健康 食品のことに ついては今後 何とかしまし ょうという 話は、自ら評 価とは
別にこれまで議論 をしてきたよ うな気がする ので、それは そういうこ となのかなと 整理を
してはいかがかと思います。

○川西座長

１の ほうに入れた ８番のいわゆ る健康食品と いうことの 議論ともつな がるか

もしれないので、 酵素というも のを上に持ち 上げるという ことではな くて、そうい うコメ
ントがあったという扱いにさせていただければと思います。
ほかに何か。

○髙岡専門委員

18 番の ウナギ、ア ナゴの生食の 件です。実 際問題、ウ ナギ、アナ ゴを生

で食べる方はほと んどいらっし ゃらないと思 いますが、今 、少しでも 飲食店におい て個性
を出そうという形 でいろいろな 食材を提供す るようになっ てまいりま して、私は食 べたこ
とがないのですが 、もしこれが おいしいもの だと感じてし まうと、リ スクを感じず に出し
てしまうという可能性もあるのかなという気がしました。
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特に魚に関して は、鮮度がよ ければ大丈夫 という考えが どうも日本 人にはありま して、
昔、例えばサンマ などは絶対に 生で食べなか ったのですが 、今は普通 に生で食べる ように
なっていたり、こ の間、驚いた のはハマグリ を生で出すと ころがあり まして、これ は非常
に危険だなと思っ たのですが、 そういうとこ ろもありまし た。これは 鮮度がいいか ら大丈
夫ですよという全 く意味がない ようなことを 言っていると ころがあり まして、ここ でどう
取り上げるかはわ からないです が、生で食べ ていい魚、リ スクのある 魚というのを うまく
発信できるようなものがあれば、いいのではないかなと。
昔の人は、例え ばサザエの肝 の部分は食べ てはだめです よとか、サ ケは生で食べ てはだ
めですよというの を何となく言 い伝えで聞い ておったので すけれども 、最近のいろ いろな
情報が混乱する中 で、そういう ことを全然知 らない人が勝 手にそうい う調理をして しまう
可能性もあります ので、何らか の形でそうい う発信がこう いうちゃん とした機関か ら出れ
ば、非常に助かるなという気がします。意見という形で述べさせていた だきました 。

○川西座長

今の 御意見は恐らく 18 番の話 としてではな くて、一般論として 、肉の 場合と

は事情も違うと思 われますので 、生食に関す る一般的な問 題というく くりで、議論 が必要
なのではないかと いう御意見か と思います。 その点はどこ かで議論の 機会をもつこ ととし
たいと思いますが 、今回の自 ら評価案件議 論する上で 、18 番を個別の 課題として１ のほう
に分類するというのは、やめておいたほうがいいのではないかと思いま すけれども 。

○民野専門委員

このウナギ目 を提案させて いただいたの は、実は私 です。ウナギ の生食

という経験はない のですが、ア ナゴのお造り というのにつ いては、結 構市場で流通 してい
ます。実は非常に おいしいです 。この赤坂界 隈でも私はい ただいたこ とがあります 。です
ので、摂食機会が 著しく少ない というもので はないので、 どのくらい 流通している かとい
うのは、これを審 査する際にチ ェックをした ほうがいいと いう御意見 がありました が、そ
ういったことも含 めて審議して いただきたい と思います。 今回これを 俎上に乗せて ほしい
ということではありません。
以上です。

○川西座長

生食 に関して、い ろいろやられ ているという ことに関し て、何か注意 喚起を

すべきということ で、そのよう な意見が複数 の委員から出 たというこ とだろうとい うこと
で、１に移すということではないということでよろしいですか。

○民野専門委員

○川西座長

はい。

ほか にないようで したら、と りあえず今 、15 番に関して の有路専門委 員から

の御指摘というの は非加熱食品 、こちらはキ ュウリのほう ですが、生 食全般につい ては注
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意喚起が必要とい う意見が多く 出され今後の 議論が必要と いうことを 記録にとどめ ること
として、とりあえ ず今回の２番 、今回の自ら 評価の対象で はないと考 えられるもの の整理
については、10 番～23 番目については 、個別 の議論の詳細 な対象の対 象からは外す という
ような整理で議論 を進めさせて いただきたい と思います。 生食に関し ては、野菜に とどま
らず、こういう幾 つかの問題、 注意喚起が必 要という指摘 があったと いうことは今 回の議
論の記録にとどめさせていただきたいと思います。
次に、事務局の 案件候補（案 ）で、順番で 言うと１番～ ９番目、こ こに挙げてい るもの
に関して一つ一つ 、きょうは御 意見を伺いま す。これは自 ら評価とい うことが適当 でない
という御意見も含めて、１番目から順次御意見を伺いたいと思います。
１番目、２番目 は、きょう既 に配布資料で 御意見を鬼武 専門委員か らいただいて おりま
すので、それから 口火を切って いただくとい うことにした いと思いま すが、提出し ていた
だいた資料を含めて説明していただければと思います。

○鬼武専門委員

ありがとうご ざいます。評 価案件として 今回、添加 物関係が２件 とアレ

ルゲンの関係が１ 件ということ で、都合３件 にまず、こう いう評価案 件候補として 俎上に
乗せていただいたことに対して、心から感謝を申し上げたいと思ってお ります。
食品添加物につ いて、まず指 定添加物のと ころから少し 、先ほど事 務局のほうか ら、私
どもがここに書い てある要請内 容のとおりで ございまして 、実は 2003 年に食品安全 委員会
ができて以降につ いては、いわ ゆる添加物に ついては食品 健康影響評 価ということ で、全
品の指定添加物に ついて食品安 全委員会のほ うで評価をな されている というのは理 解をし
ております。
ただし、2003 年以前 の指定添加物 については 、薬事・食品 衛生審議会の ほうで 2003 年
に直近のころは評 価結果につい てもある程度 パブリツシュ をされたも のがありまし たけれ
ども、古い時代に 指定された食 品添加物につ いては、まず そういう ADI の設定も日 本の中
で探してもないということが現状としてあるのだと理解をしております 。
あわせて海外の ところで個々 に書いてあり ますが、JECFA でも そうですし、 EU でもそで
すけれども、食品 添加物につい ては１回評価 が終わったと いうことだ けではなくて 、常に
サイクルを経て再 評価というか 、必要性に応 じて再評価が なされると いう仕組みが ありま
す。それが日本に はその仕組み もないという ことがありま して、そう いう点からで すけれ
ども、指定添加物を評価の候補として、まず挙げさせていただいており ます。
先ほど（13）の ほうで私ども の意図が通じ なかったらい けなかった ので、これは 食品安
全委員会のほうが 自ら実験をし てということ ではなくて、 これについ ては厚生労働 省と十
分に協議が必要か と思いますけ れども、旧食 品衛生法のと きは厚生労 働大臣が食品 衛生調
査会の意見を聞い てということ で、その当時 は薬食審のほ うで審議さ れておりまし たし、
国立医薬品食品衛 生研究所のほ うで変異原性 の試験とか長 期毒性試験 なども、デー タとし
て必要なものにつ いてはとられ たと理解をし ております。 そういう点 からすると、 国費を
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挙げてということ は私どもの意 図とは違いま すので、その 辺は理解を していただけ ればと
思っております。これが指定添加物についてでございます。
２つ目の既存添 加物でありま すが、これは 2003 年以前 の問題でして 、実は 1995 年に食
品衛生法が改正に なったときに 、その従前か らある天然添 加物につい ては広く流通 をして
いて問題がなかろ うということ で、引き続き 使うというこ とで既存添 加物名簿に収 載され
たと理解をしてい ます。その当 時は多分海外 、JECFA で評価され ているもの、 もしくは EU
とか海外でリスク 評価のそろっ たもの、もし くは食品と同 じような成 分であるもの という
ことで、その他毒 性試験が必要 なものという ことについて も、基礎的 毒性試験が必 要なも
のを 100 品目くらいピックアッ プして、それ については厚 生労働省の ほうで実際に は、そ
の評価に基づいて、何か評価なり分類はしていると思います。
食品安全委員会 ができたのが 2003 年で随 分前の話にな りますけれど も、既存添加 物の評
価自体については 従前のもので 仕方がないか もしれません が、全体と しては例えば 、ダイ
エタリーサプリメ ントに既存添 加物として、 使う側からす ると既存添 加物名簿に載 ってい
るから安全性が確 認されている というような ことも言われ ていること がよくありま すから、
そういう点からす ると既存添加 物についても 何らかのリス ク評価機関 である食品安 全委員
会に優先順位を含 めて、何か評 価をするよう な仕組みがあ ったほうが いいのではな いかと
いうことで、この既存添加物についても取り上げていただきたいと思い ます。
ここでもやはり 既存添加物の もの自体は国 費でやるとい うことでは なくて、これ につい
ても基礎的毒性試 験なり、その 当時、厚生労 働科学研究の ほうで、林 裕造先生のと ころで
それまで流通・販売 等されていた 天然添加物 について分類 とか評価もや っております ので、
そういう面からす るとある程度 国というか、 企業から集め たデータに よってやれる という
こともありますか ら、こういう 点でぜひそう いう仕組みを 考えていた だければと思 ってい
ます。この２品目 について、と りあえず私ど もの要請とし ての意見で ございます。 ありが
とうございました。

○川西座長

ただ いまの鬼武専 門委員のほう からの御意見 に関して、 事務局からで も結構

ですし、ほかの委員からも何かございますか。

○姫田事務局長

ほかの委員か ら御意見がな いようですの で、事務局 からお話しし ます。

鬼武専門委員のお っしゃってい ることは、指 定添加物、ま して既存添 加物のリスク は十分
あるのだろうと私 も認識してり ます。ただ、一方で私どもは EU との関 連で国際汎用 添加物
ということで、国 際的に使われ ている国際汎 用添加物の評 価をしてま いりました。 ここで
ほぼ終わったわけ ですけれども 、企業情報が オープンにな らないとい うのが多くあ りまし
て、私どもも EFSA の評価書 を見て評価す るとか、JE CFA の評価書を見 て評価すると いう形
での評価しかできなかったものが多々ございます。
それぞれについ てもかなり苦 労して集めて いますけれど も、EFSA、J ECFA で研究 をやっ
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たものについても オープンにな らないという ことがありま すし、企業 情報は全然オ ープン
にならないという ことで、いわ ゆる企業申請 ものであれば 当然、企業 がそのデータ を整理
するわけですから 、いわゆるノ ウハウも含ま れて、私ども のほうで評 価できるので すが、
一方で、一般食品 のリスクにつ いても当然必 要になってく るのだろう と思っており ます。
そうすると、それ について、ど れが優先順位 があるとか、 そういうこ とをやり始め ると、
私どもの組織をど のくらい大き くするのかと か、リスク管 理機関が今 後どう考える かとい
うこともあります ので、なかな か法的にも整 備していかな いといけな いという、全 体の仕
組みそのものが非 常に大きな仕 組みになって くると思いま す。私ども の事務局でこ れを、
はい、やりましょ うという判断 というのは、 なかなか難し いのかなと 思っています し、そ
ういう意味では、日生協さんを初めとした方々が国全体としての議論を していただ くと。
一方で、指定添 加物のリスク と既存添加物 のリスク、一 般食品とし て何となく健 康食品
となっているもの のリスク、ほ かのリスクと 考えていくと 、これはむ しろ皆さん方 の感覚
的なもの、あるい は先ほど堀口 専門委員がお っしゃったよ うに、どの くらいの暴露 量があ
るかということも 含めて、そう いうことも含 めて、優先順 位をどうつ けていくか。 当然リ
スク評価は優先順 位、どれがリ スクが一番高 くて、堀口専 門委員がお っしゃったよ うに、
リスクの高さと幅 の問題ですの で、それをど うやっていく かということ が、限られた 資源、
国費と私どもの事 務局と専門委 員の先生方の 資源をどう有 効に使って いくというこ とも含
めて、お考えをいただければと思っております。

○川西座長

とい うことですが 、これは座長 が余り話すの もよくない とは思います けれど

も、このあたりは 結局これを取 り上げるとな ると、相当大 きな枠組み をつくって計 画的に
やっていくような お話になるよ うに思います 。特定の添加 物に絞って 、それに関し て評価
しましょうという 話だと乗せよ うがあると思 うのですけれ ども、今こ こで議論して いる対
象として、こうい う指定添加物 の再評価、既 存添加物の評 価という大 きなテーマで やろう
とすると、これは かなり大事に なるのではな いか。省庁間 の話し合い も厚労省との 話し合
い等々も必要と思われます。
恐らく、そういう 意見が出まし たと。心配と いうか、懸念 を持ってい る意見が出ま したと
いうことを厚労省 なりにお伝え することはで きても、これ をこの委員 会で決めまし ょうと
いうことは難しいのではないかと私個人は思います。
どうぞ。

○堀口専門委員

私個人も座長 と同じ考えで す。ただ、や はり添加物 に関するリス クコミ

ュニケーションと いうか、意見 交換会をする と、多くの人 がやって来 る。非常に国 民的に
は気にしているも のなのかなと 感じています 。大きな枠組 みをどうし ていくかとい うこと
は、やはり今後の ことを踏まえ て、どこかで 省庁間できち んと議論を していただき たい内
容かなと感じてお りますので、 そういう会議 の記録が残っ ていること が重要かなと 考えま
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す。

○川西座長

ありがとうございます。

それ以外に、どうぞ。

○鬼武専門委員

こういう機会 に検討してい ただいたこと にまずお礼 を申し上げま す。私

どもの目標といた しましても、 最終的には何 らかの形で食 品安全委員 会が、私は自 ら評価
よりも仕組みの問 題だと思って いますけれど も、こういう 仕組みがな いこと自体が 旧食品
衛生法から持って きて添加物に ついてバトン タッチをされ ていなくて 、リスク評価 機関で
評価されていない ことのほうが むしろ問題だ と思いますの で、リスク 管理機関とあ わせて
十分に話し合って いただいて、 その中で優先 順位が私もあ ると理解し ておりますの で、ぜ
ひそういう俎上に、どこか別の場で上げていただければと思っておりま す。
以上です。

○川西座長

どうぞ。

○田﨑専門委員

先ほどもお話 にありました が、平成８年 度に厚生労 働科学研究で 研究さ

れており、そこの 前後で国が添 加物使用実態 調査を各自治 体に依頼し て、そこで使 用実態
のない既存添加物については。かなり落とされたという経過があります 。
また安全性の確認 について、現在 139 品目の うち、既に 124 品目につい て確認が終 了し
ていており、成分 規格を設定す る作業を進め られていると いう実態が あって、形と しては
かなりできていると考えます。
制度としては、私 も同感ですが 、実態として 添加物の評価 についてはか なり進んで いる
というところもあわせ考えるべきと思います、
９版の添加物公定 書が 25 年度 に原案がもう 既にまとめら れているとい う話を聞い てい
ます。

○川西座長

ありがとうございます。

大体、皆さんの 認識は比較的 一致している ように思いま すので、こ の１番、２番 はここ
で切り上げさせて いただいて、 ３番目の食品 添加物やアレ ルゲン。こ れに関しては 委員の
先生方の御意見はいかがでしょうか。特に取り上げたらという御意見は ありますか 。
どうぞ。

○大瀧専門委員

リスク評価と 少し外れてし まうかもしれ ないですけ れども、最近 海外か

らさまざまな食品 が入ってきて いるように思 いますが、水 牛のナチュ ラルチーズが 気にな
っています。アレ ルギー表示の 対象になって いないのでは ないかと思 いますが、特 定原材
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料の中に乳とあり ますが、乳は 乳等省令で牛 と山羊とめん 羊で、水牛 が入っていな いです
ね。もしかすると 外れてしまっ ていて、当然 アレルギーが 起こるので はないかと思 います
が、教えていただけたらと思います。

○川西座長

これ は特定の問題 になったので 、ここのメン バーがその あたりの知識 がある

かどうかというこ とになってし まいますが、 今の御意見は これを自ら 評価に取り上 げると
いうことではなく て、一般的な 質問ですね。 これは今、答 えが出てき ませんから、 そうい
うことが何かつか めましたら、 御連絡をいた だくという扱 いにさせて いただいて、 それ以
外にこの３番目の 食品添加物・ アレルギーを 自ら評価の対 象というこ とで考えると 、特段
にコメントはないということですか。どうぞ。

○鬼武専門委員

追加で情報を 一応、危害要 因とか要請内 容について はここに書い てある

とおりで、現状に ついては、リ スク評価機関 がアレルゲン 物質につい ては表示だけ の対応
でということで、 健康影響評価 に係っている ということで はないとい う現状がある と思い
ます。
その中で、全部はまだ EFSA のレポ ート・資料を読み 込んでいま せんけれども、こ こに書
いてある３ページ で、EFSA が科学的 意見書を表 明したという ことで、これは EF SA のジャ
ーナルの 2014;12（11）だと思いま すが、EFSA のほうでは 既に EU のほうで問題とな ってい
るグルテンを含む 穀類から 、乳、乳 製品、卵 、ナッツ 、14 物質につい てのタンパク がどれ
くらいの量で発現 するとかいう 、アレルゲン の物質につい て個別のプ ロファイルが できて
おりますし、たし か別表があり まして、その 別表の中には 十幾つの物 質についても 閾値的
な考え方も既に、 この報告書自 体は 286 ページあるので、 まだ全部読 んではいませ んけれ
ども、サマリーの ところにもあ りますし、セ クションのア レルゲンリ スクアセスメ ントと
いうことで、56 ページ に現状、リスクアセス メント及びア レルギー性 食品を起こす 原材料
ということで 、13 物質くらいが 既にどれらい の閾値で反応 を起こすか というものが アセス
メントの関係で、もう既に EU のレポートには書かれております。
そういう面から すると、２～ ３年前に比べ るとかなり食 品そのもの のアレルゲン なり、
アレルギー原材料 についての状 況が科学的に わかってきて いますので 、そういう面 からす
ると、ヒトへの健 康影響も大き いと思います ので、自ら評 価の対象と して挙げてい ただけ
ればと思っている次第です。
以上、机上配布資料について補足です。

○川西座長

ありがとうございます。

どうぞ。

○姫田事務局長

今の鬼武専門 委員から詳細 に御教授いた だきまして、この間 EFSA との定
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期会合でも閾値が とれるのだと いうような研 究もあるんだ けれども、 ということで 、その
ことがごにょごにょと言われてしまったので、どうするのかなと思って います。
一方で、これを 見ていただい たらわかるよ うに、消費者 庁のほうの 準ずる原材料 でも、
えっと思うような ものが結構入 っていて、サ バってアレル ギー物質だ ったっけなと 思った
り、何でマツ タケとアワ ビが入ってい るのだろうか と思い 、一方でヨー ロッパの EU の表示
で魚介類というす ごい項目があ ったりいたし ますので、こ れからさら にアレルギー につい
て私どもは基本的 なことも含め て、今、アレ ルギーの作用 機序も非常 に解明されつ つあっ
て、世の中の常識 が変わりつつ ある最中です ので、そうい うことも含 めて勉強をさ せてい
ただきたいと思っております。

○川西座長

どうぞ。

○有路専門委員

今、事務局か らお話があっ たので、大体 そこでまと まったのかな という

気はしますが、い わゆる特定原 材料の中にあ るエビとかカ ニとか、実 は私は甲殻類 アレル
ギーの重篤な持ち 主でして、５ 回くらい救急 車で運ばれて いるのです けれども、実 際に自
分をサンプルにす ると、エビ、 カニ以外にシ ャコとか、あ るいはイナ ゴとか、そう いうも
のでも出ますし、 ロイヤルゼリ ーでも出るの ですけれども 、なぜかオ キアミでは出 ないと
か、そういう部分があります。
要するに単純に 表示だけでは 説明がしにく いタンパク質 だとかの部 分をきちんと 類する
ものも含めて、あ る程度こう表 示をしていか ないといけな いというこ とで、リスク の評価
の仕方がエビに対 するアレルギ ーはどうです か、カニに対 するアレル ギーはどうで すかで
はなくて、エビ、 カニ、甲殻類 群みたいなの を考えて、そ れに引っか かる人間がど れぐら
いいるのかとかい う評価は正確 に行わないと 、なかなかこ ういう事故 は減らないの ではな
いか。実際に私は 何度も事故に 遭っているか ら思うのです けれども、 自分がぼやっ として
いるだけだと思い ますが、そう いう意味で言 うと、正確な リスク評価 まではまだ至 ってい
ないと思いますの で、そこは私 はこれはやっ たほうがいい のではない かと思ってい る次第
です。
以上です。

○川西座長

３人、順番にそちらから。

○小出専門委員

鬼武専門委員 と事務局の方 に質問ですが 、鬼武専門 委員の書かれ た２ペ

ージと３ページの いわゆるリス ク管理機関の みで検討され ていて評価 機関が検討し ていな
いというところが 非常に気にな るのですが、 実際に国際的 なハーモナ イゼーション の動き
がある中で、例え ば、国際的な 基準とされて コーデックス から持ち込 まれるもの。 日本で
持っている基準。 これが日本の 基準が厚生労 働省の管轄す る食品衛生 法で、食品安 全委員
37

会で形式的あるい は正式にも検 討されていな いということ で、今後さ まざまな交渉 上、問
題が起こると考え たほうがいい ですか。つま り、国際的に 認知されな いということ がある
のかどうか。

○姫田事務局長

一般論として の表示は TBT です。アレル ギーの表示は SPS のよう な気が

します。そうする と多分今まで SPS で表示の 話がなくて TBT の話なの で、どういう 枠組み
になっているか、まだアレルギーは多分落っこちているのだろうと思い ます。
もう一つは、先 ほどちらっと 言ったアレル ギーの作用機 序というこ とになると、 分解に
よってアレルギー 物質が変わっ てくる可能性 が多々ありま す。有路専 門委員の真似 をする
わけではないです が、私もそば アレルギーな のですが、そ ばがら枕を 使わないヨー ロッパ
でそばアレルギー はいないと思 います。先 ほど申し上 げたように 、EU はアレルギー 表示に
魚介類とあります 。魚介類は全 部表示しない といけないと かいう話も あったりして 、国に
よってかなり状況 が違うので、 今はむしろ、 小出専門委員 が心配され ているような ことに
行く手前くらいの状態ではないかと思います。

○川西座長

どうぞ。

○迫専門委員

あ りがとうござ います。ア レルギーに つきましては 、３ページ の「（５ ）要

請内容」の一番下 のところに書 いてある内容 ですけれども 、実際にア レルギー表示 でどの
品目を入れていく のかという検 討をするとき には、アレル ギーの専門 医が把握した 症例に
基づいて、その例 数の多いもの について、ど うするかとい う議論がさ れている。実 際に客
観的な評価がされ ないままに例 数があるから 、これはある 意味で疫学 的なものとは 思うの
ですけれども、や はりそこには きちんとした 情報があって しかるべき だろうと思い ますの
で、実際には大変 かもしれない のですが、徐 々に進めてい ただくとい う意味合いで は、自
ら評価の項目の中にぜひ入れていただければありがたいと思っておりま す。
以上です。

○川西座長

どうぞ。

○堀口専門委員

アレルギー表 示の制度のと ころで、関係 者を集めて ２年間リスク コミュ

ニケーションをや って表示制度 をつくったと きの状況とし ては、疫学 調査の結果し かなか
ったというのが現 状でありまし て、有路委員 が言われたよ うに、いろ いろな個々の 事例が
あるのも承知した 上で関係者間 、いわゆるス テークホルダ ーの間で合 意をしたもの が最初
のアレルギー表示 であります。 文科省の事例 もいい事例と して挙げて いただきまし たが、
言われたとおり科学的な情報がその当時に少なかったというところです 。
今、姫田局長 が言われた とおり、国 によって 、食生活によ ってアレル ゲンが違いま すし、
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リスク評価を差し 置いて、アレ ルギー表示制 度が先に始ま ってしまっ たので、表示 におい
て、しやすい、し づらいという ところで決ま っていたこと が多々あり ました。そう いう意
味で自ら評価にな るのかはわか らないですが 、きちんと科 学的な評価 をやっていっ ていた
だければと感じています。よろしくお願いします。

○川西座長

それ は、ここのフレ ームワーク での自ら評価 をしましょう ということで すか。

○堀口専門委員

やりづらいだ ろうなという のはわかって いまして、 表示制度をつ くると

きの食物アレルギ ーの定義とい うのは 、表示制度上 は、食 してから 60 分以内に発症 するも
のを食物アレルギ ーとするとし たので、多分 お米アレルギ ーの人が遅 延型なので落 ちてい
たりとか、化学物質については多分入れていなかった。
マツタケに関し て言うと、最 初の調査でマ ツタケでアレ ルギーが出 た人がいまし て、そ
の後、出てないの ですが、その 出ていないこ とを疫学調査 だけで決め ていますので 、表示
制度がうまく走っ ているから出 ていないと解 釈するのか。 もともとそ れはいなかっ たとこ
ろを拾ってしまっ たのかという ような議論で 表示制度とし てもふえて いくばかりで はない
かなと思いますの で、どういう 評価がいいの か私にはわか らないので すけれども、 ぜひ科
学的なところの裏打ちをしていただければと考えています。

○川西座長

ほかに意見はありますか。どうぞ。

○夏目専門委員

今までさまざ まな御意見が 出てきたと思 いますけれ ども、国民の アレル

ギー表示、アレル ゲンの問題に 関する関心は とても高く、 ますます高 くなっていく だろう
と思います。です けれども、例 えば、特定原 材料または特 定原材料に 準ずるものに 対する
項目を増やしてほ しいという要 望も非常に多 く挙がってき ている中で 、どういうふ うにそ
れを絞っていくか というときに 、これまでの 議論の中で本 当に科学的 知見を持って いる食
品安全委員会がき ちんと関わり を持てるよう な仕組みをつ くっていく ことのほうが 大事な
のだろうと思います。
そこで、今、決 定的に欠けて いて、ここに も危害要因の ところに書 かれていらっ しゃる
とおりの話であっ て、ピンポイ ントでもって 個別の項目に ついて検討 会を開いてい ては、
これはもう本当あ まりにも問題 かなと思いま すので、ここ でもって自 ら評価に取り 上げる
べきかどうかとい うのは私も判 断しかねるの ですけれども 、少なくと も食品安全委 員会が
そこにきちんと絡 んで、科学的 な知見を入れ ていって、こ れからさら に充実した表 示制度
に持っていくというところをお願いしたいなと思っております。
以上です。

○川西座長

では 、一応これに 関してはかな り関心が高い ところまで はわかりまし た。た
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だ、私自身は私の 研究所にこの 部門もありま すし、旧来の リスク評価 にはなじみに くい部
分があって、相当 程度、発想の 転換が必要だ と思いますか ら、これを やってくれと 言って
専門家に投げても 、いわゆるリ スク評価は難 しいのではな いか。発想 を変えるよう なこと
が必要ではないか と思いますが 、この３番目 に関しては非 常に関心が 高いと。自ら 評価の
対象にするかどう かはまだ考え るにしても、 関心は高いと いうことで 今のところは 御意見
を伺ったというこ とで、次に４ 番目の硝酸塩 やミネラル類 、これはい かがでしょう か。ど
うぞ。

○大瀧専門委員

野菜ジュース の値と葉物野 菜から摂取し ている硝酸 塩の値を比較 すれば

という備考の欄で すけれども、ホ ウレンソウ の硝酸塩につ いて比較の例 になっている ので、
教えていただきた いのですが、 植物体中の硝 酸イオンは土 壌の窒素の 量にかなり影 響を受
けると思いますが 、特にホウレ ンソウが硝酸 イオン濃度が 高く出る野 菜として、こ こに挙
げられているのか なと思うので すが、窒素肥 料をやると作 物が早く育 つので、肥料 を多く
与えて栽培してい るところが最 近多いという 感じを受けて おりまして 、そうすると 硝酸イ
オンの濃度も高く なりまして、 硝酸イオンの 濃度が高くな ると今度は 渋みが出たり して、
食味にも影響があります。
私が分析を手伝 っています生 産現場では、 硝酸イオンの 値を下げる ために肥料の やり方
を工夫しているぐ らいですけれ ども、ホウレ ンソウの場合 は硝酸イオ ンの濃度は外 葉の特
に基部といいます か、もとの部 分が高くなり まして、その 部分をさま ざまな環境で 育てら
れたものとか、市 場で出回って いるものなど を調べて測っ てみますと 、値にかなり 差があ
ります。ここにあります 3,56 0±552 という値は季節変 動もあります こととか、一日 のうち
でもかなり増減し ますので、あ まりにも収れ んし過ぎてい るのではな いかと。もし かする
とホウレンソウを サンプリング する際に値の ばらつきが出 ないように 、出にくい部 分だけ
を集めて測ってい らっしゃるの か。具体的な 分析のプロセ スを教えて いただけない かなと
思っております。
もしそうならば、市場に流通し ているホウ レンソウの実 態を示してい ないのではな いか。
もっと高い値のも のもあるし、 低い値のもの もあるし、あ るいは野菜 ジュースを問 題にす
るのではなく、葉 物野菜のほう が問題になっ てくるのかも しれないと いう気がしま すけれ
ども、あまりにデ ータが収れん していて気に なりますので 、教えてい ただけたらと 思いま
す。

○川西座長

どうぞ。

○植木情報・勧告 広報課長

今 、御指摘のあ りましたデー タでござい ますけれども 、これ

は私どもの食品安 全委員会のフ ァクトシート 「本来的に食 品に含まれ る硝酸塩」の 中で引
用しているデータ でございまし て、もともと のデータは昭和 63 年の厚 生労働省の調 査でご
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ざいまして、サン プル数が９で ございます。 御指摘のとお り、野菜の 成分含有は肥 料によ
っても大分影響が ありますし、 季節とかによ ってもいろい ろと変動が ございますの で、全
てがこれに収まっ ているかどう かということ については、 多分いろい ろなデータが あるの
かなと思ってございます。
作物中の硝酸塩 につきまして は、農林水産 省のホームペ ージでもい ろいろと書い てござ
いまして、野菜中 の硝酸塩を減 らすための栽 培方法という のもあった ような気もし ますの
で、いろいろなデ ータがあるの かなと。他方 、野菜に関し て言えば、 先ほど少し御 紹介し
ましたけれども、 野菜は摂れば 健康にいいと いうことでご ざいますの で、Codex は 野菜か
ら摂取する硝酸塩 の量を ADI と比較すること は意味がない ということ を言っていま すので、
野菜に関しては、 その硝酸塩に ついてはあま り気にしなく ていいとい うのが、国際 的な一
般的な考え方だと理解をしております。
以上でございます。

○川西座長

御意 見として、自 ら評価に残す かどうかとい うか、自ら 評価の対象に するか

どうか。あるいは 例えば、注意 喚起なりをす る必要がある かどうかと いう視点で御 意見を
伺えればと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。

○堀口専門委員

この方が気に しているのは 、野菜ジュー スとか、そ ういうものに 含まれ

ている硝酸塩を気 にしていると いうところで すね。ファク トシートは 本来的に食品 に含ま
れる硝酸塩となっ ているので、 言ってきたと いうところで すかね。で あれば、本来 食品の
ファクトシートも 出ているので 、自ら評価と いうか、情報 提供をして いく話なのか なと私
自身は思いました。

○川西座長

ほか にいかがでし ょうか。私も ほぼ同様なこ とで、自ら 評価という話 とは違

うという認識ですが、いがでしょうか。

○髙岡専門委員

私も同じよう な意見です。 過剰摂取とい う摂り方が 、やはり普通 の食の

摂り方とは異なる 摂り方ですの で、わざわざ 自ら評価に入 れる必要は ないのではな いかと
思います。

○川西座長

ありがとうございます。

どうぞ。

○大西専門委員

多分このモニ ターの方が提 案された内容 というのは 、もちろん野 菜ジュ

ースの硝酸塩もそ うだと思いま すけれども、 ミネラル類、 要はノンカ ロリーのスポ ーツ飲
料。これは例えば 、夏場の熱中 症対策とか、 そういったこ とでも非常 に大量の消費 量があ
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るのではないかと 思います。先 ほどの暴露量 というお話が ありましが 、多分ここ数 年でか
なりの暴露量が増 えていると思 います。そう いったところ を踏まえて 、この方は過 剰摂取
についての問題が ないだろうか と、多分そう いう問題定義 なのではな いかと私はと らえま
した。
今回議論になっ ている個別の 自ら評価に残 すか、残さな いかという ことについて は、先
ほど何度もお話が 出ていますけ れども、情報 提供で問題な いかなと思 いますが、こ のとら
え方として、さまざ まなイオン系 であるとか ミネラル類の 過剰摂取の弊 害であります とか、
正しい摂取方法、 そういったも のについては 正式なところ を、食品安 全委員会から きちん
と出していくことが有効であると考えています。
先ほど中間報告 がありました けれども、牛 乳とかトピッ ク的な話題 が出たとき等 、その
時その時に Facebook であります とか、メルマガであ るとか 、そういっ たツールを活 用して
情報発信をしてゆ くことも非常 に有効だと思 います。ホー ムページに ついても非常 にわか
りやすいアップの され方を工夫 していただい ていますので 、そういっ た情報提供は 今後積
極的に実施していくべきではなかろうかと感じます。
お話が戻るので すけれども、 先ほどのアレ ルゲンのとこ ろでも感じ たのですが、 多分こ
こでの自ら評価の 案件として提 示されている ものというの が一昔前で あれば、一つ の物質
であったりとか限 られたものが 多いと思いま すが、非常に 情報量も多 くて、たくさ んの案
件があふれている 状況の中だと 、案件として パブリック・ コメントを 出しても、こ ういっ
た大きな枠組みの問題定義というのが多くなっているのではないかと感 じます。
ですので、例え ば一つ一つ、 自ら評価のこ の物質、要は 評価という 話になると難 しいと
思います。当然 データがな いと評価は事 実上、難 しいというの が現状だと思 います。ただ、
こういった大きな 案件について は、先ほども 鬼武専門委員 からもあり ましたように 、要は
別の枠組みとして 、もう少し整 理をする枠組 みを設定して 、優先順位 であるとか、 データ
がある、なしを整 理して、その 中でその物質 についての検 討が必要で あれば、それ をトピ
ックとして、自ら 評価に挙げて いくとか、そ ういったステ ップがもし かしたら必要 になっ
ている時期ではないかと感じました。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

ただいまの御意 見は、今回決め ていく過程 に最終的に考 慮するという 扱いかと思い ます。
それでは、一通 り、今日御意 見を伺ってお きたいと思い ますので、 次のノロウイ ルス、
カンピロバクター 。これは一く くりでもいい のかなと私は 思いますが 、そのあたり も含め
て御意見を伺えれ ばと思います 。これは去年 も意見を伺っ て、もう少 し既にとられ ている
措置を見てからと いうようなお 話だったかな ということで すけれども、いかがでしょ うか。

○迫専門委員

こ のノロウイル スにつきまし ては、食中毒 でも人数の 絶対数が非常 に多い
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というところ。そ れから、前回 もそういうお 話があったと 思いますが 、二枚貝、い わゆる
食品を通じての食 中毒と、ヒト からヒトへと いう疾病とし ての問題と が相まったよ うな形
で、明確にならな いままに対応 策がいろいろ 打たれている ところが現 状なのではな いかと
思っております。
そういう意味で 、自ら評価の 案件というよ りも、関係す る省庁が連 携をとって国 民に対
する徹底的な情報 提供を進めて いくというと ころで配慮し ていくべき 項目で、重点 的な項
目ではないかと思います。
以上です。

○川西座長

それ以外に何かございますか。渡邉先生。

○渡邉専門委員

ノロウイルス は、食品安全 委員会のリス クプロファ イルをつくっ たとき

の座長なので、こ のときと現在 でどこが違う かというと、 一つは、こ のノロウイル スがど
うして増えるのか というのが徐 々にわかって きて、もちろ ん前から言 われているこ とです
けれども、ヒトの 腸管内でずっ と維持される ので、ある意 味で言うと 、食品の二枚 貝とい
うのは被害者なわけです。
夏場はどうなっ ているかとい うと、ヒトの 腸管内で維持 されている らしいです。 それで
冬場になると、よ りそれがヒト の腸管内で増 えやすいよう な環境がで きて、そこで どんど
んヒトからヒトに うつっていく 。たまたま排 泄されたもの が海などに 流れた場合に 二枚貝
が濃縮するという ので、そうい う意味ではヒ トを断たない と、なかな か食品のほう は難し
い可能性がある。
そういう意味で は、感染症の ロタとある意 味で同じよう な形で、ロ タウイルスを 今どう
いうふうにコント ロールするか というと、一 つはワクチン ですね。ロ タウイルスの ワクチ
ンが導入されてか ら、非常にロ タウイルスに 対しての感染 率は減って きている。た だ、抗
原性の変化とかい ろいろあるの で、今のもの だけでこれか ら全部十分 かどうかはわ からな
いわけですけれど も、ノロに対 しても今ワク チンの開発が 武田と感染 研でもやって います
けれども、臨床試験 とか何かをす ると、そのう ち表に出てく るのではな いかと思われ ます。
そうなると、ある 程度ヒトのほ うのコントロ ールができて くると、患 者数も徐々に 減って
来る可能性もあるわけです。
ただ、問題なの は、これも抗 原性が非常に バラエティに 富んでいるの で、特に GⅡ/4 と
か、今、問題とな っているもの は減るかもし れないけれど も、後でほ かのものがふ えてく
るという追いかけっこになる可能性はあるわけです。ですので、一つの 対策はそれ だと。
もう一つは、や はりヒトから ヒトにうつる 率が非常に高 いというこ とでのリベー ション
ということをどう いうふうに国 民の間に徹底 させていくか ということ のリスクマネ ジメン
トの問題のほうが一つは大きいのではないかと思います。
評価すると言っ ても今のよう な形で問題な のは、このウ イルスを培 養細胞を用い て増殖
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させるというのは 非常に難しい ので、実際に どのくらいの 汚染率があ るかというの は、現
在は PCR とか、そういうインダ イレクトな方 法でやってい るので、そ れが生きてい るか死
んでいるかという ことまではデ ィテクトでき ないという欠 点がありま す。ですので 、実際
の科学的な評価と いうことを行 うのには、少 しバリアーが あるという ことで、その 辺のと
ころをクリアしな いとなかなか 難しいだろう というのが、この食品安全 委員会の 24 年の報
告の中にもあることで、それに関しては今も変わっていないです。
ですので、今以 上のリスク評 価をやるとい うことに、た とえなった としても、こ の当時
にプロファイルで 出した以上の ことがわかる かというとな かなか難し いので、実際 問題と
して、これを減ら すためには、 むしろ先ほど から言ってい ますように マネジメント のほう
で、どういう形で 国民のほうに そういう情報 を広めて、か つ行政も含 めた、個人も 含めた
ところでもっての プリメーショ ンをやってい くというのが 一番適切で はないかなと は思い
ます。

○川西座長

ありがとうございます。

リスク評価とと らえてしまう と、それを繰 り返してもあ まりプラス アルファはな い。た
だ、総合的な取組 の議論は必要 なのではない かというご意 見であった ように思いま すが、
ほかにどうぞ。

○田﨑専門委員

ワクチンの開発は非常に難しいと思いますが、要望したいところ です。

ノロウイルスに ついての現場 の状況ですが 、実際の食中 毒が起きて いる現状とし ては、
大規模、小規模もあり様々でございます。
カキを原因とする 食中毒は、業 界の努力もあ り減少傾向で す。しかし、 食中毒調査 の結
果、現場での感染 経路が明確に ならないなど の問題もあり ますが、現 状では、ノロ 対策を
行うのは、リスク管理部門をするほうの責任で行うべきと考えます。
難しい点は、小さ な飲食店など では調理人の 人数が少なく 、従業員から 体調不良者 がで
ても代わって調理 するものがお らず、やむを 得ず体調不良 を押して調 理に携わって しまう
ため、その職員が食材を汚染し、その結果食中毒が発生するなどの問題 があります 。
そのため、小規模 な飲食店等を 中心に現状が なかなか難し くて、食中毒 の発生が絶 えな
いという、現状にあるのかと思います。
また、現場サイ ドで困ってい ることは、食 中毒発生後に 調理従事者 が調理現場に 戻るタ
イミングです。
現在、リアルタイ ムＰＣＲで検 便が陰性にな るまで調理従 事してはなら ない、待ち なさ
いとか言われている実態があり、調理従事者にとっては結構厳しい現状 です。
一方でＣＤＣから は、症状が消 失してからそ の後２日を過 ぎなければ食 品業務に復 帰し
てはならないという情報もありまして、現場の混乱もございます。
この問題は、管理 側の課題化か 、あるいは評 価する側なの かは疑問な部 分がありま すけ
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れども、科学的根拠が示されていくべきと思います。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

これも昨年もそ うでしたし、 依然として大 きな関心があ るというこ とで、とりあ えず次
に移らせていただ いて、７番目 のかび毒（フ モニシン）に 関してはい かがでしょう か。御
意見はございませんか。どうぞ。

○鬼武専門委員

この案件は、 かび毒専門調 査会の委員か ら出ている 案件だと思い ます。

そこに書いてある とおりですけ れども、今、 農林水産省の ほうで、ど れくらいの汚 染実態
があるかというこ とのデータが まず必要で、 それを受けて 実際に日本 人として暴露 がどれ
くらいされている という想定の もとに TDI なり摂取量から 定められる PMTDI 等が出 てくる
ということがあっ て、今は特に 汚染物質につ いては国が、 この部分に ついては国費 でやる
必要があると思い ますが、相当 従前の準備が 要ると思いま すので、今 年は無理かな と思っ
てはいます。

○川西座長

ほか にいかがでし ょうか。これ はフモニシン という個別 具体的に、か び毒と

いうことの代表で出ているものですけれども。

○戸部専門委員

すごく素朴な 質問なのです が、我が国で は健康被害 の報告はない という

ことなのですが、これは何か理由があるのでしょうか。

○川西座長

どうぞ。

○植木情報・勧告 広報課長

国 内の関係の関 係省庁を含め て、いろい ろと情報を収 集しま

したけれども、そ の中では、健 康被害という 情報はなかっ たという趣 旨でございま す。全
く把握されずに起 きているとい う可能性がな いかと言われ ると、そこ はわからない という
のが正直なところでございます。

○川西座長

どうぞ。

○大西専門委員

私も鬼武専門 委員がおっし ゃっていた状 況調査が不 可欠ではない かと感

じます。これは今 年度は難しい かもわからな いですが、今 後は挙げて いただきたい なと思
います。通常の食 中毒はすぐに 体に影響があ ると思われが ちですが、 かびは感応的 に嫌な
感じはあるけれど も、健康被害 は基本的にあ まりないとい う認識が企 業側も一般消 費者も
あると思いますが、実際には非常に危険なかび毒も、フモニシン以外も あると思い ます。
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そういった部分 を含めて実態 調査を踏まえ ながら、実際 のこういっ た評価と、実 際にこ
ういった部分につ いては気をつ けるべきとい うようなファ クトシート も含めて、情 報発信
ができるというのがステップとしてあればいいなと感じています。
以上です。

○川西座長

どうぞ。

○山本評価第二課 長

若干意見 が出たので補 足説明します 。データの 件ですけれど も、厚

生労働省が以前 2004 年～2 009 年に調査をし て、現在も別 途調査をし ています。農 林水産
省は現在、餌の ほうの調査を しているとい うことで、
（13）の 備考欄にある のは、評 価に当
たってはそういう 調査事業、あ るいはうちの ほうでも補完 して調査を すると。そう いうの
をやることが必要だということで、やれば評価は可能かと思います。

○川西座長

ほかに意見はございますか。どうぞ。

○山根専門委員

今の御説明で すと、ある程 度は日本でも 調査が進ん でいるという ことで

あれば、割と早く に案件候補か ら調査対象に 挙げても大丈 夫なのかな という印象を 受けま
した。私もこの情 報提供が、か び毒専門調査 会の委員の方 から発せら れているとい うこと
に注目をいたしま したし、なる べく早く日本 でも基準が検 討されるべ き案件なのか なとい
う印象を持っております。

○川西座長

これ は専門調査会 のほうからの 提案であり、 なおかつ恐 らく、これは リスク

評価をする側にと っては今、条 件が整ってい るということ なのではな いかと、私自 身は感
じるところです。 ですから、こ ちらからネガ ティブに発信 する必要は ないのでは、 という
ように個人的には 思います。特 段に今、取り 上げるべきで はないとい う理由がなけ れば、
これに絞るかどう かということ はまた置いて おいて、これ はこの専門 調査会のほう にお願
いしても、恐らく スタンバイ状 態なのではな いかと思うと ころですけ れども、いか がです
か。

○姫田事務局長

さらに情報を 補足しますと 、資料２ －４を見てい ただきますと 、20 年度

に自ら評価で DON と NIV、オク ラトキシンＡ を自ら評価 に決めており ます。そのと きに DON、
NIV は平成 2 2 年に、オ クラトキシン Ａは 26 年１月に終わ っておりま して、そうい う意味
では、かび毒は順 次やってきて いるのですが 、アフラを除 けば、DON、 NIV、オクラ の次は
フモニシンというのが普通の考え方かなと思います。

○川西座長

とい うことで、次 回に最終的に 絞り込みます けれども、 恐らくこれは 投げら
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れるほうとしては 非常にやりや すいものかな というような 気もします ので、プラス アルフ
ァであったとして も、残しとお くという方向 かなと意見と いうことで 、私のほうか ら一言
つけ加えさせていただいて、次に、いわゆる健康食品、８番目はいかが でしょうか 。

○坪田専門委員

この分野は「 いわゆる健康 食品」とあり ますように 、そもそもこ の分野

は定義が全く不明 確で、形態も カプセルであ ったり、錠剤 であったり 、ドリンクで あった
り、粉であったり 、プルーン、 酵素のような 食品であった りと大変広 いため、明確 な市場
情報があまりないのではないかと思われます。
それから、販売 会社について ですが業界団 体としては 500 社くらい が加入してい る日本
健康栄養食品協会 というのがあ りますが、大 手から個人ま でつかみきれ ていないよう です。
実際に身体影響を 及ぼすような トラブルが発 生しているの は、団体に も加入してい ない個
人に近い会社や、 輸入業者が仕 入れた日本で 無許可の素材 、医薬品成 分等、入れて はいけ
ないものを入れる ケースが多い と聞いていま す。ですので 、自ら評価 でやるとする と、健
康食品のどこに、何 に絞るのかを 明確にしな いと、つかみ切 れないので はないかと思 われ、
時間がかかる割になかなか深まっていかないのではないかという危惧を 感じていま す。
現在ホームペー ジ等で重篤な 事例をどんど ん掲載してい ただいてい ますので、ま ずは今
後も迅速に情報を どんどん提供 していただく ことがありが たいのでは ないかと感じ ました。

○川西座長

自ら 評価というよ りは情報収集 とか情報提供 、こういう ことをやって いくこ

とという意見と承りました。
どうぞ。

○鬼武専門委員

これに関連す る意見があり ます。いわゆ る健康食品 については、 そうい

う面では事業者が 主体となって 安全性の情報 なりを確認す る必要があ るということ でいい
と思いますが、こ れは今後どう なるかはわか りませんけれ ども、今、 特定保健用食 品と栄
養機能食品が法制 化されていて 、それらの安 全性について は食品安全 委員会にかか って、
最終的に消費者庁 長官の認可と なっています が、その外の 枠にある、 いわゆる機能 性食品
表示については、 今、消費者庁 のマターで法 制化が進んで います。た だし、安全性 とかに
ついては、やはり ガイドライン なり、そうい うものについ ては食品安 全委員会がむ しろ関
わるべきではないかと私は思っております。
以上です。

○川西座長

関わるということは、この自ら評価の対象として、ということでしょ うか。

○鬼武専門委員

それは自ら評 価ということ では多分難し いと思われ ますので、関 係する

消費者庁と話し合 いができるよ うな場でする べきではない かと今は思 っております 。自ら
47

評価というよりも 、いわゆる健 康食品の中か ら機能性表示 できるもの を取り上げる のであ
れば、来年の春に は法制化され る、そこのガ イドラインな り安全性と いうものは、 やはり
きちんとしたリスク評価機関が関わるべきだと思っています。
以上です。

○川西座長

どうぞ。

○有路専門委員

鬼武さんの言 った内容と同 じような意見 になります けれども、自 ら評価

という枠で、その 評価をしにく いからやりま せんというわ けにはいか ない内容だと 思いま
すので、実際のと ころは委員会 のほうに上げ ないといけな いのかもし れませんけれ ども、
こういった問題を 整理して、危 険性、リスク のほうについ て、きっち り整理をする という
ことは取り組むべ きだと思いま す。そこは枠 組みをどうす るかという 検討は次回に も、そ
れまでの間にいろ いろと議論は できると思い ますので、残 したとしても 、ここでばっ さり、
さようならにならないようにしてほしいというのが意見です。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

どうぞ。

○田﨑専門委員

健康食品につ いては、薬事 法絡みについ ては検査で対 応ができる のと、

食品衛生法絡みも これまで通り の対応が可能 と思います。 残されたも のは一体何な のかと
いうと、機能性の 問題だと思い ますが、機能 性はどこまで 機能・効果 があるのかと いう話
であり、食品衛生 の問題とは別 に切り離して 考える点であ り、何を安 全委員会で検 討する
べきかが不明瞭です。
何を明確にするべ きか、機能性 の根拠なのか それとも安全 性なのか、ま た消費者庁 だけ
では対応が難しい部分があると感じます。以上です。

○川西座長

大体 の雰囲気とし ては、もうち ょっと議論を したいねと いうことのよ うです

ので、次回まで残 しておくとい うことで整理 して、９番目 の家畜糞に 含まれる抗生 物質、
これはいかがでしょうか。

○渡邉専門委員

これは家畜糞 に含まれる抗 生物質の評価 云々という ことだけでは なくて、

ちょっと時間をい ただいて、グ ローバルな問 題として、今 、非常に重 要であるとい うこと
をお話ししたいと思います。
今、WHO でヒト の健康被害に 対して耐性菌 がどういうふ うに影響を 及ぼすかとい うこと
が議論をされてい まして、来年 ５月の WHO 総会にグローバ ルアクショ ンプランとい うもの
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が出されます。そ うすると、そ れによってど ういう影響が 出るかとい うと、各国は ５年間
のアクションプラ ンを立てなさ いと。そして 、２年ごとに それが評価 されますとい うよう
なことが、恐らく来年５月の WHO 総会で決まると思います。
そうすると、も ちろん WHO ですからヒトの 問題が中心で すけれども 、今、薬剤耐 性菌は
ヒトだけの問題で はなくて、食 品と環境とそ の辺が全体と して考えな いと、グロー バルに
考えないといけな いと。一つは 、耐性菌が動 物から環境、 環境からヒ トに移動する という
ことと、もう一つ は、耐性の遺 伝子が菌から 菌にどんどん 移ってしま って、ヒトの 腸管内
で遺伝子が大腸菌 からほかの菌 にどんどん移 って、健康な 人の体の中 で耐性遺伝子 がどん
どん移って、それ がひいては病 院の問題、ま たは病院外の 感染症の大 きな問題にな ってく
るということが、まずバックグラウンドにあります。
何が問題かとい うと、ヒトの 治療にカルバ ペネムという のが最終切 り札です。そ れが使
えなくなると 、抗菌薬の 開発がこの 10 年来ほとんど 行われてい ないというか 、見つ からな
い状態なので、使 う薬がなくな ってしまう。 今、何を最終 的な薬と使 うかというと 、コリ
スチンです。これは多分、動物に使われています。コリスチンが最終的 に使われて いる。
先週、私は WHO の AMR タグのメンバーなの で、スウェー デンで話が 行われて、そ のとき
に出た話ですと、 ヨーロッパ等 においては動 物にコリスチ ン等を使う のが有用だと 思いま
すが、ヒトに使 っているとい うことも可能 だと思いま すが、腸内 細菌の 50％程度に コリス
チンに対する耐性 が出てしまっ ていると。日 本は幸い今の ところはま だ表にそんな に出て
いないので、まだ まだ大丈夫か なと思うので すけれども、 そういう意 味も含めて世 界的な
問題となっていると。
それに対して日 本は今どうい う形でやって いるかという と、農林水産 省に関係する のは、
ここに話が出てき ます JVARM というのが、動 物における耐 性菌のモニ タリングまた はサー
ベイランスをやっ ています。ヒ トは JANIS で院内感染対策 サーベイラ ンスシステム が動い
ています。今、感 染研で私が中 心にやってい るのですけれ ども、JANIS と JVARM を 合体さ
せると。ヒトと動物 の間の耐性菌 の行き来を そこで把握さ せるというこ とを行ってい ます。
そういうサーベ イランスのデ ータを WHO に来年から恐ら く提供しな くてはいけな いとい
うような状況で、 そのときにそ んな状況の中 で食品安全委 員会が何を やるのかとい う話に
なってくるのだと 思いますが、 一つは、食品 安全委員会は 農林水産省 から出されて いる抗
菌薬の評価をやっ て、高、中、 低とつけて、 今まで中程度 がほとんど です。私もこ れに加
わっていましたけ れども、中程 度はどういう ことかという と、使って いけないとは 言って
いないです。です ので、その辺 が今後、日本 でどういうふ うに考える のかというこ とは、
もちろん評価は評 価なので、そ れが実際に表 にどういう形 で表れてく るかというの は、今
後見ていかないといけないのだと思います。
そういう状況の 中で、この評 価は当然やる べきだとは思 いますけれ ども、家畜糞 に含ま
れる抗生物質が農 作物に与える 影響というだ けでいいのか どうかとい うことで、や るのだ
ったら、もうちょ っとグローバ ルな視点でや ってほしいな というとこ ろです。それ は食品
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安全委員会だけで できる問題で はないので、 全視野的な問 題で厚生労 働省、農林水 産省、
そこに環境省も多 分入ってくる 可能性がある ので、そして 、それに食 品安全委員会 が絡ん
だようなところで やらないと、 これは人類に とって非常に 、あと何年 か後には効く 薬がな
くなると、皆さん が病院に行っ て死ぬしかな いという時代 になっては 大変だと思う ので、
その辺のところを 情報提供と、 今後グローバ ルに考えてい かなくては いけないとい うとこ
ろをお話しさせていただきました。

○川西座長

ありがとうございました。

多分、食品安全 委員会が今す ぐ評価に取り 上げるという よりは、リ スク管理機関 がどう
いうふうに考えて いるかという 総合的な視点 から、まずス タートしな いと、食品安 全委員
会だけが評価をす るというタイ ミングではな いということ かと思いま すけれども、 ほかの
委員の先生方、いかがでしょうか。

○鬼武専門委員

これについては 2000 年代 から、薬剤耐性 菌はヒトの 問題もしくは 動物の

問題、それらの課 題について OIE なり WHO なり FAO の３極が合同で会 合をスタート して、
それからかなりの 年月がたって いると私を理 解しています 。その中で 今、渡邉先生 がおっ
しゃったように、 国内のモニタ リングについ ても動物用と ヒト用が今 度一緒になる という
ことは、私は前進する中身だと理解しております。
そういう点から すると、重複 した意見にな りますけれど も、もう少 し薬剤耐性菌 全体を
どういうふうな形 で日本の国内 で取り組むか 。これは厚生 労働省なり 、農林水産省 なり、
もしくは環境省な り、それから 評価機関であ る食品安全委 員会の取り 組みの全体を 見て、
ですから、そうい う面では一つ の自ら評価と いうよりは、 もうちょっ と大きな枠組 みがこ
の点でも必要かと 思いますし、特 にヨーロッ パ、北欧では毎 年コントロ ールプログラ ムを、
280 ページもある ので全部は読 み切れていま せんけれども 、デンマー クとかスウェ ーデン
では毎年、糞中の 耐性率も調べ ているような データもある みたいです ので、そうい うもの
と国内、農林水産 省なり JVARM のほうでどう なっているか というのを まず見ていた だけれ
ば、ここの部分についてはお答えになるのではないかと思っています。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

どうぞ。

○姫田事務局長

基本的には農 林水産省から 、動物用の抗 菌性物質に ついて、まず 一つは

今、渡邉専門委員 がおっしゃっ たように、ヒ トにとって非 常に重要だ から動物には 使わな
いもの。ヒトが使 い古したと言 ったらおかし いですが、あ るいはヒト にあまり重要 でない
ので、動物で主と して使わして いただくもの 。その間で、 ヒトで使っ ているけれど も、動
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物としても使わざ るを得ないも のというとこ ろで、その辺 を全部あわ せての食品安 全委員
会のリスク評価を したところで す。ですから、29 物質を 順次、食品安 全委員会でリ スク評
価をしているところで、それをきちんとやっていくというのが一つ。
もう一つは、アメリ カと EU と日本で、抗菌性物質は 動物薬とし ての使い方と、餌 での使
い方が違うので、 それを国全体 として考えて いくかという ことが必要 になってくる かと思
いますので、今、 座長からお話 があったよう に、かなり全 体とした大 きなお話だろ うと思
います。
食品安全委員会 としては、諮 問されたもの をきちんと３ つのクライ テリアに分け ていく
ということで、ヒ トと家畜とが 共用するもの については、 いかに家畜 のところで少 なく暴
露を小さくしてい くかというよ うなことも含 めて、リスク 管理も評価 していかない といけ
ないと考えております。

○川西座長

ありがとうございました。

私の不手際で時 間がオーバー しております ので、結論は 次回に最終 的に絞り込む という
ことですので、き ょうの議論で 考えますと最 終的に絞り込 む前に、今 の９番と硝酸 塩やミ
ネラル類という部 分が、一応問 題意識がある ということは 記録に残す にしても、次 回の最
終的な議論の中には残さない形にしたらということ。
それから、指定 添加物の再評 価、既存添加 物の評価。こ れも御意見 は非常によく わかる
のですけれども、 厚生労働省と の調整等々も 含めた大きな ことで対応 しないとなら ないの
で、恐らく今回は これに関して 、俎上に載せ るということ は難しいの ではないかと 思われ
ますので、私の考 えとしては、 １、２、４、 ９番はとりあ えず次回の 議論からは除 いてお
く。これらを、絞 り込みの中か らは除外して 、あとは３、 ５、６、７ 、８番、これ は自ら
評価の対象にする かどうかは、 いろいろな対 応の仕方があ ろうかと思 いますので、 それも
含めて、次回に３ 番、５番、６ 番、７番、８ 番を残してお くというこ とでいかがと 思いま
すが、どうでしょうか。よろしいですか。

（「はい」と声あり）

○川西座長

では 、そういうこ とで一応今日 の議論では、 その絞り込 みまで、あと は次回

の専門調査会にお いて、案件候 補を選定する というような ことにした らと思ってい ます。
ありがとうございます。
では、時間も押 し迫っていま すが、もう一 つ、リスクコ ミュニケー ションのあり 方に関
するワーキンググ ループの設置 について、堀 口先生がもう 帰られてし まいましたが 、これ
に関して、きょう事務局のほうから説明をしますか。それとも次回に。
では、お願いします。
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○野口リスクコミ ュニケーショ ン官

資料３ をごらんくだ さい。ワー キンググルー プの設

置についてという ことで、こち らの調査会の 御指摘を踏ま えて、今年 の５月からリ スクコ
ミュニケーション のあり方に関 する勉強会を 設置して、い ろいろ議論 をさせていた だいて
きております 。今まで５ 回議論をして きて、来週 15 日に第６回目の勉 強会の予定で ござい
ますが、そこでお おむね報告書 骨子案、取り まとめ骨子案 というもの がまとまるの ではな
いかというところまで来ているところでございます。
そして、今後、 骨子案がまと まりましたら 、いよいよ報 告書を取り まとめていく 段にな
るのですが、その 報告の結果は 食品安全委員 会の運営に的 確に反映さ せていきたい と思っ
ておりますので、 その観点から 今後の報告書 の具体の取り まとめは、 こちらの運営 全般を
議論する企画等専 門調査会のも とで行うのが よろしいので はないかと いうようなお 話がご
ざいまして、今般 ここに新たに 企画等専門調 査会の下にワ ーキンググ ループを設置 すると
いうことを御提案させていただきたいと思っております。
２番目といたし まして、構成 ・運営のとこ ろに書いてあ りますが、 メンバーにつ きまし
ては座長が指名す る者というこ とで、これは 後ほど別紙が ついておりま すが、これら の方々
で構成し、座長を置く。そして、座長代理も置きます。
（５）に、ワー キンググルー プでございま すので、企画 等専門調査 会のメンバー が中心
になりますが、そ れ以外の方も 有識者の参加 を求めること ができると しまして、専 門参考
人という位置づけで参加していただくということでございます。
（６）、これは基本、公表で行います。
最後に（７）、当然なが ら、調査 審議の結果は 、企画等専 門調査会に 報告するとい う形で
進めていくというようにしています。
裏面をごらんい ただきたいの ですが、参考 ということで 今までの審 議経過、開催 経緯を
載せております。
論点でございま すが、来週ま た議論いたし ますが、現状 では、この ような現状認 識から
始まりまして、リ スクコミュニ ケーションの 位置づけとは どういうも のか、リスク コミュ
ニケーションの目 標・評価をど ういうふうに していくのか 、ステーク ホルダーの役 割です
とか、安全教育と かリスク教育 をどうしてい くのかという ようなこと が議論の対象 になっ
ております。
最後、こちらの 設置が御了承 いただけまし たら、座長の ほうから御 指名という形 になり
ますが、ワーキン ググループの 名簿案を付け ていますが、 メンバーに つきましては 今の勉
強会の方々が基本 スライドして いただくとい う形で、専門 委員の方々は そのまま専門 委員、
専門委員でない方は専門参考人という肩書きで御参画いただけたらと思 っておりま す。
以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

今まで勉強会と いう形で食品 安全委員会の もとで議論し ていたのを 、企画等専門 調査会
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でオーソライズす るような形と いう意味です かね。そのた めのワーキ ンググループ を設置
するということで ございますけ れども、これ に関して何か 御意見等々 はございます か。こ
のワーキンググル ープ名簿案を みさせていた だくと、大体 、勉強会を スライドとい うこと
でありましたけれども、これでお認めいただけますでしょうか。よろし いですか。

（「はい」と声あり）

○川西座長

では 、資料３は、 そもそも堀口 先生がいない 場になって しまいました が、事

務局案のとおり、 企画等専門調 査会のもとに リスクコミュ ニケーショ ンのあり方に 関する
ワーキンググルー プを設置する こと。ワーキ ンググループ のメンバー の方には報告 書の取
りまとめについて 、引き続き御 尽力をいただ くということ で、それで お認めいただ いたと
いうことにしたい と思います。 報告書（案） については、 最終的には 企画等専門調 査会に
おいて、皆様に御議論いただくことになりますので、その点はよろしく お願いしま す。
その他、事務局のほうから何かございますでしょうか。

○植木情報・勧告広 報課長

お手 元に食品安 全モニター募 集のチラシが あるかと思い ます。

参考でございます が、来年度の 食品安全モニ ターにつきま しては、こ れから幾つか 手続が
ございますけれど も、そ れを踏まえま して、あさっての 10 日から来年 ２月２日まで 募集を
行う予定でございます。
今までと変わり ましたのは、 裏側に応募資 格とございま して、一番 最後の○で、 今まで
は国会議員や地方 公共団体の議 会の議員、現 役の公務員は 対象外とし ておりました けれど
も、今回は食品の 安全に関する 行政に従事し ている常勤の 公務員はだ めですよと。 逆に言
いますと、栄養の 先生方や公立 研究所の研究 者の方も御応 募いただけ るというふう に少し
枠を広げてござい ます。そうい う方に参加し ていただいて 、食品の安 全に関する知 識を広
げてほしいなと、そういうような意図でございます。
応募資格に関し ましては、下 から２つ目の ○で①、②、 ③とござい ます。こうい うふう
に一定の専門性を 有することを 要件にしてご ざいますので 、皆様方の 周りで応募を してい
ただけるような方がいましたら、御周知いただければと思ってございま す。
以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

それ以外に何かございますか。

○山本総務課長

○川西座長

ございません。

それ では、私の不手際で 30 分オーバー ということ になってしま いました 。お
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わび申し上げます。いずれにしても、本日の議事は全て終了いたしまし た。
次回の日程はどのようになっておりますでしょうか。

○山本総務課長

次回は、年明け１月 30 日金曜 日を予定して おります。議題と しては、本

日御議論いただき ました自ら評 価の案件候補 の選定の２回 目絞り込み 。それから、 新年度
の委員会の運営計 画。３つ目は 、緊急時対応 訓練の結果と 新年度の訓 練計画につい て御審
議いただく予定です。

○川西座長

ありがとうございます。

それでは、以上をも ちまして、第 12 回の企画等専門 調査会を閉 会いたします。ど うもあ
りがとうございました。
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