食品安全委員会企画等専 門調査会
（第 13 回）議事録

１．日時

平成 27 年１月 30 日（金）

14:00～16:58

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
（２）平成 27 年度食品安全委員会運営計画について
（３）平成 26 年度食品安全委員会緊急時対応訓練結果及び平成 27 年度
食品安全委員会緊急時対応訓練計画について
（４）その他

４．出席者
（専門委員）
川西座長、有路専門委員、石川専門委員、大澤専門委員、
大瀧専門委員、鬼武専門委員、神村専門委員、藏内専門委員、
小出専門委員、迫専門委員、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
中本専門委員、藤原専門委員、堀口専門委員、山根専門委員
山本専門委員、渡邉専門委員
（専門参考人）
横田専門参考人
（食品安全委員会）
熊谷委員長、佐藤委員、山添委員、三森委員、上安平委員
（事務局）
姫田事務局長、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、池田評価情報分析官、
野口リスクコミュニケーション官、高﨑評価調整官

５．配布資料
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資料１－１

平成 26 年度「自ら評価」案件の決定までのフロー

資料１－２

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

資料１－３

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１－４

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
の案件候補について（案）

資料２

平成 27 年度食品安全委員会運営計画（案）

資料３－１

平成 26 年度食品安全委員会緊急時対応訓練実施結果報告書（案）

資料３－２

平成 27 年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画（案）

６．議事内容
○川西座長

それでは、ただいまから第 13 回「企画等専門調査会」を開催いたします。

本日は 22 名の専門委員、１名の専門参考人が御出席です。
食品安全委員会からも５名の委員が御出席です。
なお、本日は７名の専門委員が欠席でございます。
それでは、事務局のほうから資料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１－１「平成 26 年度『自ら評価』案件の決定までのフロー」。
資料１－２「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」。
資料１－３「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１－４「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 につい
て（案）」。参考１、参考２をつけてございます。
資料２「平成 27 年度食品安全委員会運営計画（案）」。
資料３－１「平成 26 年度食品安全委員会緊急時対応訓練実施結果報告書（案）」。
資料３－２「平成 27 年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画（案）」でございま す。
このほか、食品安全キッズボックス総集編を席上配布しております。
また、鬼武専門委 員から資料が 提出されて おりますので、あわせて配 布をしており ます。
不足の資料等ございませんでしょうか。

○川西座長

議事進行に伴って何かお手元にないようでしたら、おっしゃってくだ さい。

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
2

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 の事務局から 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

特に異議がないようですので、次に進ませていただきます。

では、議事（１）「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」の議論を開始させていただきます。
昨年 12 月の第 12 回企画等専門調査会では 、案件候補に ついて絞り 込みを行って 、食品
添加物や食物アレ ルゲン。２つ めはノロウイ ルス、これは カンピロバ クターと一緒 と言っ
てもいいような扱 いかと思いま す。次はかび 毒（フモニシ ン）です。 それからいわ ゆる健
康食品の５件について、継続審議にしました。
案件候補の選定 に移りたいと 思います。前 回の調査会で 絞り込まれ た５件につい ての説
明を聴取した上で 御議論をいた だいて、食品 安全委員会へ 報告する案 件を決定いた したい
と思います。
それでは、事務局から説明をお願いします。

○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。

それでは、お手元の 資料につきま して御説明い たします。資料１ －４「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 件候補につい て（案）」でございま して、基本
的には前回の会議 で御報告した ものと同じで ございますの で、同じと ころは割愛さ せてい
ただきたいと思います。
１ページ、食品添加物や食物アレルゲンでございます。前回と同じで ございます 。
２ページ、ノロウイルスでございまして、これも前回と同じでござい ます。
３ページ、カン ピロバクター ・ジェジュニ ・コリでござ いまして、 これも前回と 同じで
ございます。
４ページ、かび毒（フモ ニシン）。このペ ージに関しま しても、前回と 同じでござい ます。
５ページ、いわ ゆる健康食品 でございます 。これは右側 の参考資料 のところに追 加して
ございます。下線部のところが追加ですので、簡単に御報告させていた だきます。
「（10）リスク管理措置等」でご ざいます。消費者 委員会ですけ れども、内閣府令 で新た
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に定める食品表示 基準について の答申がござ いまして、消 費者の安全 性について以 下のよ
うに記載というこ とで、食品の 新たな機能性 表示制度に関 する検討会 報告書でござ います
が、下のほう ですが、
「消費者の 安全確保の観 点から食品安 全委員会の 知見を活用す ること
が有効な場合には、積極的に連携を図ること」ということが書かれてご ざいます。
右の「（13）備考」でご ざいます。健康 食品につきま しては、近年、流通量が増加 してご
ざいまして、健康 危害のリスク も懸念されて いることから 、健康食品 全般の安全性 につき
まして、当委員会としての見解を取りまとめることが必要と考えてござ います。
先ほど（10）の ほうで御説明 しました機能 性表示食品に つきまして は、消費者庁 と連携
しまして、必要な対応を行うということでございます。
６ページ、これはその続きでございまして、ここも前回と同じでござ います。
その次が、参 考１「食 物アレルギー の健康影響 評価に関する 知見の状況 」でござい ます。
「１．欧州にお ける食物アレ ルギー表示対 象」でござい ます。欧州 では、有症率 、食品
としての利用状況 、病状 の重篤性や交 差反応等を総 合的に判断し て、以 下の 14 のアレルゲ
ンを規定してございます。
先般、御指摘の ございました EFSA の食物 アレルギーの 評価書ですけ れども、2014 年 11
月に科学的意見書 として出して ございまして 、これは内容 は参考文献約 1,500 を整 理をし
たものでございます。
目的は書いてあ るとおりです けれども、１ つ目のポツで 、各アレル ゲンに関する 文献の
レビューを行って ございます。 アレルギー閾 値の設定方法 のレビュー ですけれども 、これ
も方法論を書いて はございます けれども、個 々のアレルゲ ンについて 、それを適用 してい
るということでは ございません 。受け入れ可 能なリスクの レベルを決 定するのはリ スク管
理機関であって 、EFSA の権限では ないというこ と。私ども 食品安全委 員会のほうで も調査
事業を行ってござ いますので、 私どものリス ク評価という よりは、む しろ調査事業 を丁寧
にやったというよ うな印象です が、情報とし てはかなりの ものがござ いますので、 非常に
参考になるものでございます。
「３．食品安全 委員会におけ る調査・研究 事業について 」でござい ます。今年度 から２
年間で実施してご ざいます。新 規アレルギー とアレルギー 様反応に関 するこれまで の国内
外の研究や調査の 結果、疫学情 報、海外にお ける取り組み 等を収集し て、その状況 を分析
するということで、今、取り組んでいるところでございます。
裏側のページで すが、これは 毎週火曜日に 開催している 食品安全委 員会で主なハ ザード
を御紹介していま して、先ほど御 説明しました EFSA のアレ ルギーに関 するレポート につい
て、そこで御紹介 していました ので、それを 記載したもの でございま す。これは内 容がダ
ブりますので、説明は省略させていただきます。
参考２「かび毒『フモニシン』に関する知見の状況」でございます。
「１．危害状況 について」で すけれども、 フモニシンは 世界各地の トウモロコシ から高
頻度、高濃度に検 出され、最近 ではトウモロ コシ加工食品 を主食とす る国・地域で は、新
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生児の神経管に関する催奇形性の観点から注目されているというもので ございます 。
２が食品安全委 員会で評価し たかび毒でご ざいまして、 一番最後の 行ですけれど も、フ
モニシンにつきましても上述の既存評価と同様に評価が可能と考えてご ざいます。
３がこれまで実 施した調査で ございます。 最初は食品安 全委員会で 文献収集をし て調査
事業として取りま とめてござい ますし、厚生 労働省、農林 水産省のほ うでいろいろ と実態
調査をやっている と。あるいは 一番最後のと ころでは、既 に農水省で 低減技術の開 発も行
っているということが記載されてございます。
「４．今後必要 とされること 」でございま す。フモニシ ンの健康影 響評価を実施 するこ
とになった場合に は、これらの 知見に加えま して、私ども の調査事業 を活用しまし て、国
際機関・諸外国等 の評価書及び 文献につきま して、近年の 文献も含め て、さらに詳 しく収
集・翻訳・分析・ 整理を行うと ともに、これ までに厚生労 働省、農林 水産省が調査 を行っ
てございますけれ ども、さらに 必要なものが あれば、補完 的な調査を 行うことが必 要とい
うことが書かれてございます。
以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

最初に出席状況 の中で、出席 予定の堀口専 門委員と石川 専門委員が 遅れてくると いうこ
とで、今まだ来ら れていません 。それを一応 確認しておき ます。恐ら く議事進行の 中で来
られると思いますので、議事はそのまま進行させていただきます。
今、事務局から 説明のあった 案件候補ごと に一つ一つ、 御質問ある いは御意見等 を伺い
たいと思います。順番はここに挙げている順番でやりたいと思います。
それでは、１番 目、もともと の表では№3 ですけれども 、食物アレ ルギーの問題 に関し
て、御質問あるい は御意見はご ざいますでし ょうか。特に 鬼武専門委 員のほうから はペー
パーでも御意見を 出していただ いております から、適当な ときにそれ を説明してい ただけ
ればと思います。 この御意見を 含めて、もし ありましたら 、まずは今 の資料の質問 から始
めていただいければと思いますが、いかがでしょうか。
前回も御指摘い ただいたよう に、食物ア レルギーの ほうはヨーロ ッパ、EFSA がこ ういう
形でリスク評価と いうことでは ないですけれ ども、調査の 段階でこう いう形でデー タの蓄
積をしているとこ ろだと。です から、問題意 識はあるとい うような段 階のようです けれど
も、いかがでしょうか。
藤原専門委員。

○藤原専門委員

アレルギーと いうのは非常 に複雑で、単 なる即時型 アレルギーだ けでは

なくて、いろいろ な関与をして いるというこ とで、このア レルゲンの 種類はものす ごくた
くさんあるように 思います。重 篤度もその人 によって、す ごく差があ ったり、体の 状況と
いうか体調によっ ても非常に出 方が違ってき たり、精神的 なものが関 与してきたり 、いろ
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いろな複雑なそう いう要素があ るのですが、 どこまでそこ ら辺を整理 させていくか という
のは、私はわかりづらいなと思って見ていました。

○川西座長

ありがとうございます。

今の御意見は、 こういうリス ク評価の対象 としては難し いだろうな というような 御意見
と捉えてよろしいでしょうか。

○藤原専門委員

○川西座長

そうですね。

調査 をしたり、も う少し情報整 理をしたりす るというよ うな観点で見 たら、

いかがですか。

○藤原専門委員

どれくらいの ものを出して いくかによっ て全然違っ てくると思い ます。

一般の国民に出す わけですから 、どのような 出し方をして いくかと思 い非常に難し いなと
思いながら見てい ただけのこと ですので、こ れが全くリス ク評価に適 さないという わけで
はないと思います。

○川西座長

どうぞ。

○有路専門委員

この自ら評価 の中にも関係 すると思うの ですけれど も、現在、表 示が義

務づけられている 特定原材料も そうですが、 これの分類に ついて論理 的な整理が明 確に行
われているような ものではない と思われます 。例えば、エ ビとカニは 基本的に生物 学的に
言うとほとんど同 じで、エビとカ ニも入るの だったら、ヤド カリもザリ ガニも入りま すし、
アレルゲンという 視点では昆虫 類というのも 極めてエビと かカニに近 い仲間という ことに
なります。事実、 私も甲殻類ア レルギーでし て、私はエビ とカニに重 篤なアレルギ ーがあ
るだけではなくて、ローヤルゼリーにアレルギーがあります。
表示の中で要す るにカテゴリ ーになるもの がどこまで含 まれるのか ということを 正確に
分類しておかない と、エビとカ ニと言ったか ら、実はそれ 以外のもの を使っていて も表示
されないというこ とになるので 、そこの定義 をしておくこ とがまず必 要なのではな いかと
思います。

○川西座長

石川 先生、今ちょ うど自ら評価 の議論に入っ て、資料説 明は終わった ところ

ですけれども、上 から順番に御 意見を伺って いるというと ころで、今 は１つ目の食 物アレ
ルギーです。
ほかにいかがでしょうか。どうぞ。
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○大澤専門委員

今、論議し ているアレル ゲンの話で 、資料を見 ていくと 、論点は、
「食品

安全委員会は常設 的に」ということで 書いてあり、
「評価を した上でリ スク機関が表 示を検
討する必要がある と思います」 とあります。 そして「食品 安全委員会 としてリスク 評価を
するような部署が必要なのではないですか」という提言だと思います。
先ほど事 務局 のほう から御 説明が あった 健康 影響評 価の試 験の状 況の３ 番の ところ で、
26 年度から２年間事業と して研究をや っていますと ありました 。これ は取り組み状 況と収
集した状況を分析 した結果が出 たときに、食 品安全委員会 としては、 その結果をも とに何
かアクションを起こすのかどうかということをお聞きしたいと思います 。
この研究事業が 終わった後に 食品安全委員 会が、自ら必 要だと思え ば、そのよう な部署
を立ち上げたりと か、するので しょうか。そ れとも、単に これは研究 評価として、 まとめ
て出して終わりということなのでしょうか。

○植木情報・勧告 広報課長

私 どもの調査研 究事業は、最 終的には評 価に活用する という

ことを狙いとして いますので、 ダイレクトに 次に評価に行 くかどうか は別にしまし て、評
価に向けて中身を 内部で十分蓄 積しています 。正直に申し 上げて、今 、行っている 評価と
は大分、アレルギ ーの場合には 人によって違 うとか、まだ 作用機構も わからないと か、ま
ずは出口としてど ういう評価に なるかとか、 そういうこと もあります ので、すぐに 評価と
はなりませんけれ ども、もちろん 、そういうこ とを評価につ なげるとい う意識はあり ます。
ただ、ダイレクトに評価に行くかどうか、そこはわからないところがご ざいます。

○川西座長

昨年 からそうなの ですけれども 、自ら評価対 象として、 毎年選定して いるも

のを選ぶというこ とが１つ。も う一つは、そ こまでの条件 は熟してい なくても、何 らかの
対応が必要なので はないかとい うこともつけ 加えて、去年 も少し議論 をしましたが 、今年
はその点も本格的に議論をするというところかなと。
ただ、どういう 方針で取り扱 うかところま では、ここで 決める話で はないかと思 います
けれども、大きく分けると２つの種類の決定をできたらと思っていると ころです。
鬼武委員。

○鬼武専門委員

昨年、私ども のほうから提 案を上げまし たので、そ の補足として 意見を

まず述べさせてい ただければと 思います。参 考１で、日本 における食 品表示の上で 特定原
材料７品目、先ほ ど有路さんか ら説明があっ たように、あ とは特定原 材料に準じる 、要す
るに推奨の品目は 20 とあるので すが、これが現状で は、多 分リスク管 理機関のとこ ろで過
去の実態調査とい いますか、健 康被害原因物 質をアナフィ ラキシー重 篤性とか、そ ういう
順位づけをして審議会で審議をしているという流れになっているのが現 状です。
私は理想的には 、将来的には こういう問題 については、 要するにア レルギーとい うのは
安全性に係る必要 な情報である と法律でも明 記をされてい る以上は、 やはりきちん と食品
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安全委員会がかか わるべきだと いうのを最終 的なゴールと して、意見 をまず持って おりま
して、そういう中 で昨今の事例 でいきますと 、日本国内の いろいろな お医者さんな り臨床
現場での新しい研 究なり 、海外の成果 、特に EU のほうでは いろいろな 調査研究がや られて
いますので、そう いうのをまず 参考にしても らって、日本 の中で少し 調査事業とし て、科
学的及び技術的な 情報として提 供できるもの を食品安全委 員会として 、まず出して いただ
ければというような意見を持っている次第です。
私のペーパーで 見ていただけ れば、説明をさせ ていただきま すと、EFSA の報告につ いて、
事務局のほうで説 明がありまし た。１ペー ジ目に書い ておりますよ うに、EFSA の専 門家パ
ネルと私は略して 言いますけれ ども、2004 ～2006 年にかけて 、その前 に３つの見解 を出し
ております。
１つ目は 2004 年に EFSA Journal として、 現行の Annex に書いてあ る十幾つかの 物質に
ついての評価に対する見解が 2004 年に Journal として出されております。
２ページ目、2005 年に日本では 余り名前にな じみがないか もしれません けれども 、ハウ
チワマメという豆 についての評 価を出されて いて、その次に 2006 年に 今度はいわゆ るタコ
とかイカとかの軟 体動物につい ての評価とい うことで、こ の３つの前提 としては EFSA がア
レルゲンについての評価として出しているということです。
そういうのを受 けて、2014 年の EFSA のパ ネル自体につ いては、ア イルランドの 食品安
全庁のほうからリ クエストが出 されて、それ を受けて今回 2014 年の報 告というもの が出さ
れているというこ とで、現状の アレルゲンの 物質について も確認をし たということ と、い
ろいろな従前のこ れまでに出さ れている文献 学的なレビュ ーをしたり してというこ とで、
あと特徴的なとこ ろはいろいろ リスクアセス メントとして ですけれど も、アレルゲ ンとア
セスメントとアレ ルギー物質に ついての閾値 のところにつ いては、人 口母集団当た りにど
れぐらいの頻度で 起こっている というのも別 添で出されて いたという 中身がありま すので、
こういうふうに EU のほうではか なり進展し ていますので、日本のとこ ろでも少し調 査事業
としてやっていただければと思っております。
もう一つ、日本 の場合は食品 添加物の亜硫 酸塩について は特段、前 からリスク管 理機関
のほうでは、いず れ検討をする ということに なっています が、そのま ま多分十何年 経過を
しています。コー デックスなり 海外のところ では一応評価 をして、あ る程度の残る 量的な
ものの制限もされ ていますので 、そういう観 点からもこれ は調査とし ては必要では ないか
と思っている次第です。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

整理すると、食 物アレルギー に関して、今 の御意見を総 合すると、 いわゆる今ま で行っ
ていた自ら評価、 リスク評価、 閾値等々の問 題から量的な 問題を扱う というような 評価対
象としては、まだ 時期はそこま では行ってい ないというあ たりはよろ しいですね。 その上
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で、ただ、健康へ のいろいろな 影響という問 題からすると 、調査、情 報収集、そう いうよ
うな形での取り扱いは食品安全委員会もやっていいのではないか。
有路専門委員が おっしゃった ように、表示 の問題は今ま での取扱が 科学的ではな い部分
があるから、その あたりは食品 安全委員会で も少し検討を してみたら という意見が 、今ま
でのところ出ているかと思います。
どうぞ。

○中本専門委員

私は栄養士で、今 １年ほど、乳幼児 健診で 10 カ月～３歳半の 方、お母様

とお子様に対して 栄養相談をさ せていただい ています。ア レルギーに 関しては、主 治医の
先生から、この食 材に対しての アレルギーが あるので外す ようにと言 われて、実践 をして
いるお母様もいら っしゃるので すけれども、 お母様の判断 によって勝 手に除去を進 めてい
る。その除去が広がっているという方もたくさんいらっしゃいます。
それはやはり情 報が少ないと いうことも一 つの原因とし てはあると 思いますし、 伝わっ
てこない、理解が しがたいとい うところもあ ると思います ので、私と してはこのア レルギ
ーのリスク評価を していただけ るというのは 、意味のすご くあること だと私は思っ ている
ので、評価ができ る、できない という難しい ところはある かとは思う のですが、ぜ ひこの
まま調査を進めた ものは情報を 公開して、一 般の主婦がわ かりやすい 状態で公表し てもら
えるとありがたいなと思いますので、お願いをしたいと思います。

○川西座長

先ほ どまとめたの は、リスク評 価と言ってい るのは ADI を決めたりと かいう

話で、そこまでに は行っていな い。ただ、調 査等、今おっ しゃったよ うなことは食 品安全
委員会で何らかの ことを今まで 以上に考えた ほうがいいの ではないか という線では どうか
と、おっしゃっていることと一致していますね。

○中本専門委員

除去をし過ぎ てしまうと、 結局のところ は摂取しな いといけない 栄養素

を幼児期のときに 摂れないとい うことがあり ますので、情 報をしっか りと出してい ただけ
るとありがたいです。

○川西座長

ほか に何かこれに 関して。亜硫 酸の話が出て きているよ うですけれど も、そ

ちらは御意見はほ かにございま すか。これは 亜硫酸を独立 して扱ったら ということで すか。

○鬼武専門委員

コーデックス とか海外でそ ういうふうな 設定がされ ているので、 食品添

加物として見た場 合、これも一 つの対象とな るのではない でしょうか ということで 、私は
意見を申し上げたつもりです。

○川西座長

どうぞ。
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○神村専門委員

亜硫酸自体が アレルゲンと なるものとい う認識では なくて、さま ざまな

食物アレルギーを 促進する因子 として別格に 考えて、確か に鬼武専門委 員のお話のよ うに、
これは大事な項目 ではないかと 思います。結 構いろいろな 食品に使わ れる可能性が ありま
すので、その摂取 の量について ADI とか、そ の辺できちん と数字が出 すべきものだ と私も
考えております。

○川西座長

ほかに皆様のほうから御意見はございますか。

食物アレルゲン のほうは、い わゆる旧来の 自ら評価の対 象としない ということは 合意が
とれていると思い ますけれども 、亜硫酸のほ うは事務局側 で今のとこ ろ、何か取扱 のコメ
ント等ございますか。

○姫田事務局長

今、それぞれの 委員の方々 から重要なポ イントを御指 摘いただきま した。

まず、食物アレル ギーについて 言うと、今、 基本的な研究 の中で我が 国、EU、アメ リカで
それぞれがほぼ同 じようなベー スで同じよう な研究が進ん でいて、多 分今までの科 学的常
識がどんでん返し みたいになる ような研究が 、別のところ でも同じよ うな研究が進 んでい
ます。ですから、 その研究成果 をきちんと我 々は情報をし っかりと取 って、伝えて いかな
いといけないというのが１つあると思います。
もう一つは、有路 専門委員がお っしゃったよ うに、EU も含めてで すけれども、必 ずしも
表示がサイエンテ ィフィックに なっていない というのはあ るかと思い ます。お互い の食生
活が基本で、何か 日本だと肉類 をまとめてえ いやだし、EU は EU で魚 介類全部まと めてい
るというところがあって、それぞれあまりサイエンティフィックではな いと思いま す。
ただ、今のとこ ろ、いわゆる 私どものほう に必須諮問事 項になって いないので、 私ども
が消費者庁のほう にどうお話を していくかと いう問いかけ は、まだこ れから少し全 体を洗
っていく中で、ど うやっていく かということ を考えていか ないといけ ないのではな いかと
思っています。
あわせて、亜硫 酸塩について も問題がない とは思ってい ませんが、 少し情報を集 めてみ
ないとよくわから ないという状 態なので、そ ういう意味で は今の３つ の点について 、先ほ
ど中本専門委員か らお話があっ たように、ど うも一方で、 逆に言うと リスクを上げ ている
ような表示をする ことによって 、栄養のリス クを上げてい る面もある ので、そうい うこと
についてもしっか りまとめてい かないといけ ないのではな いかと思っ ています。乳 幼児は
しっかりと栄養を 摂っていくと いうことが大 事なので、い ろいろな面 を含めて、私 どもは
これから幾つかの 今やっている 研究あるいは さらに追加の ものも含め て、情報を収 集ある
いは研究もして、 それで最終的 には何らかの 形でアウトプ ットをして いかないとい けない
と思っております。
EU などもしっかりとし た専門家が読 むようなアウ トプットの ほかに 、一般の国民 がわか
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りやすいように１ ～２枚でアウ トプットをし たりしてやっ ております ので、そうい うこと
も含めて、今後は 検討をしてい かないといけ ないというこ とで、そう いうおまとめ 方をし
ていただければ幸いかと思っております。

○川西座長

それ では、ほかの 問題もありま すので、亜硫 酸に関して 独立してとい うこと

ではなくて、１つ のくくりの中 で、それがア レルギーと直 接かかわっ ているかどう かとい
うことはまた置い ておいて、そ のあたりの調 査、情報収集 というよう なところには 取り組
む。表示の問題も それは頭に入 れてというこ とになろうか と思います けれども、そ ういう
対象にしてはどうかということです。
具体的にどうい うことをやる かということ は、委員会側 で考えてい ただくとして 、そう
いう対象にする。 ただし、いわ ゆる自ら評価 ということで はなしに、 そういう形で 食品安
全委員会としては 少し積極的に 情報収集、あ るいはその辺 の議論をす る枠組みも含 めて検
討するというよう なあたりで、 この食物アレ ルギー、これ には亜硫酸 も含まれてい ますけ
れども、というこ とでいかがで すか。とりあ えず、そうい うことで次 に進ませてい ただき
ます。
次に、ノロウイ ルス、カンピ ロバクター。 これらは食中 毒の原因と なる病原性微 生物と
いうことでは共通 するかと思い ますけれども 、こちらのほ うはいかが でしょうか。 これは
去年も議論をした わけですが、 これについて 御意見をさら に伺えれば と思いますが 、いか
がでしょうか。

○大澤専門委員

ノロウイルス もカンピロバ クターも同じ ですが、資 料の発生状況 の人数

を見ても、年間で 大きく減少は していないと いうことを考 えると、リ スクとしてさ らされ
ていて、まだ発症 者がいらっし ゃるという状 態が続いてい るのだと見 えます。恐ら くいろ
いろな手立て、い わゆる手法が 厚生労働省さ んとか農林水 産省さんか ら出ていて、 それに
ついてコントロー ルをかけてい るのだと思い ます。しかし 、発生状況 としては減少 はして
いない状態である なら手法やコ ントロール状 態というのが 、効果があ るのかないの かを見
ていって、より効 果が上げられ るような新し い手法や、も しくは今の 手法でもやり 方を変
えていくことで、 効果という言 い方はおかし いですけれど も、発症者 が減るという ことを
見ていく事だと思 います。その ようになるよ うな連携なの か、食品安 全委員会も入 って情
報収集をして、そ れを考察とい う事をしてい くのかという ことなのか なと私は思う のです
が、いかがでしょうか。

○川西座長

去年 の結論もそう いうような段 階であって、 リスク管理 機関はリスク 管理機

関でそれなりにい ろいろ措置を している。た だ、それがど ういう効果 が出ているか という
ことを含めての解 析が十分では ないから、そ ういう部分で は、リスク 管理機関と連 携しつ
つ、引き続き、どういうことになっているかということに関する評価・ 検証を行う 。
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ただ、新たにリ スク評価をし 直すには、リ スク管理措置 の効果がま だきちんと捉 えられ
ていないから、そ ういう意味で は、リスク評 価対象として は時期尚早 だけれども、 監視と
か効果が出ている かというよう な検証は重要 ではないかと 。去年もそ ういうことだ ったか
と思います。新た にこういう視 点でやったら というような ことは御意 見としてござ います
でしょうか。
どうぞ。

○有路専門委員

私は、リスク 管理機関自身 がどこまでの 権限を持っ て、どこまで 実行を

していくのかとい うところがあ るからこそ、 逆にできない こともある のではないか と思っ
ているので、
「リスクの評 価もパターン とか対策の手 法によって 変わるので 、それを ウォッ
チしよう」という昨年からの議論はそのとおりだと思います。
それに加えてで すけれども、 特に飲食店で ノロウイルス に感染して いる従業員が 調理に
携わったところで 集団食中毒が 発生するとい うことが、昨 年も結構件 数がありまし たし、
今もあり ます けれど も、こ ういう とこ ろは単 純に考 えると 食品 加工施 設だっ たら、 HACCP
的手法を取り組ん でいたら、ほ とんど発生し ないというこ とは大事な 視点だと思い ます。
というのは HACCP は飲食店が対 象ではないで すが、同様の 手法を取り 入れて営業し ている
飲食店と、全くや っていない飲 食店にどれだ けのリスク分 布に差異が 出るかとか、 こうい
う調査はやってほしいなとは思っています。
このような提案 をしていくこ とは我々から でもできるの ではないか なと思います 。単に
ウォッチをすると いうだけでは なくて、言う ということは できるので はないかとい う気が
します。すでに十 分しているの かもしれませ んが、してい ないのなら 価値はあると 思いま
す。

○川西座長

どうぞ。

○石川専門委員

これは去年と 同じことだと 言われてしま うかもしれ ないですけれ ども、

１つは、ここのペ ージに書いて あるノロウイ ルスの食中毒 発症状況の 数ですね。こ れが要
するに、捉えられ ている数が臨 床的には全く 無意味だと考 えているわ けです。この ノロウ
イルスは軽症から 重症まで結構 ありまして、 集団発生から 単発発生、 家族内発生、 さまざ
まな大小もあるわ けです。そう しますと、こ れは要するに 保健所経由 で報告されて いるも
のしか、ここに数 字として出て こない可能性 が高くて、日 本で今も流 行しています けれど
も、この実際に起 こっている現 象はこれの１ 万倍は行かな いかもしれ ませんが、10 0 倍あ
るいは 200 倍くらいの大きさの発症があるのだと思います。
そうすると、こ れは食品の中 に含まれてい るものだけで はなくて、 私などが経営 してお
ります老健施設で は明らかに食 事のほうでは なくて、別の ルートから 入ってきたり もする
わけです。いわゆ る感染症とし て入ってくる ということも あって、こ れは確かに難 しい様
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相をすごく帯びてきます。
しかし、私はこ れは例えば、 実態を把握す るということ と、いかに 子供たちのい るとこ
ろでも集団で発生 したりするわ けですから、 そういう集団 で過ごす人 たちのところ で、ど
うしたら結果的に よくなってい くのか。少な くなっていく のかという ところは、こ れは厚
労省がやるのか、 あるいはこち らがやるのか はわかりませ んけれども 、どこかが社 会的に
やる必要はあるの だと強く感じ ています。そ れはこちらで 自ら評価で いろいろと調 査をし
て、アウトカムと して発生数が 少なくなりま したというこ とをやって いくかどうか という
ことだと思います。そんなふうに考えております。

○川西座長

ありがとうございます。

１つ、私が感じ るのは、ヒト －ヒトの話に なると、食品 安全委員会 がなかなかタ ッチし
ににくい部分があ るのかなと。 これはいいこ とであるとは 思いません けれども、そ れ以上
のところは厚労省 ベースの話か なという部分 があります。 問題提起と いうことはで きるに
しても、いずれに しても、こち らから向こう に投げるとい うことで終 わってしまう のかな
というところが、 これを扱うこ とが食品安全 委員会単独で は難しい部 分なのかなと いうの
をお聞きして思ったところです。
どうぞ。

○田﨑専門委員

現場の保健所 とか自治体は これらの食中 毒調査をお こなっていま すが、

まず、カンピロバ クターについ ては、統計で は会食料理の 食中毒が多 いわけですが 、原因
食品としては鶏肉 の生食が原因 とされるもの が多いと考え ます。鶏肉 の生食肉が原 因とさ
れていないのは、 メニューの中 にとりわさと かが入ってい ても、それ が原因である と統計
的に断定できない からです。疫 学調査では、 なかなかそれ を特定でき ないという現 状があ
ります。
鶏肉自体がカン ピロに汚染さ れているとい う実態がござ います。現 状を話せば、 食鳥処
理場では、中抜き 法と外はぎ法 という方法が あるのですが 、外はぎ法 でいくと肉を 外から
とっていくので内 臓からの汚染 が少ない方法 です。一方、 中抜き法は 肛門の部分を 一挙に
切り取って臓器を そのまま取り 出す合理的な 方法です。し かし、中抜 き法では交差 汚染が
非常に多いのです。
鶏を扱う事業者は 、牛とかの大 動物を扱う事 業者と違って 比較的零細の 方がが多い ので、
交差汚染がなかな か防御できな いというのも あり、鶏自身 も内臓だけ ではなくて、 皮膚の
部分がカンピロと かを持ってい たりするケー スがあるので 、原因等は わかっている ものの
現状として制御がなかなか難しいところだと思います。
実際には、現場 の農水とか厚 労の関係部門 がそれぞれ工 夫して少し ずつリスクを 低減さ
せていく努力をし ているところ であり、現状 では、リスク 管理機関が 対応していく ことが
ベターかと思っています。
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ノロについては 先ほどお話が ありましたヒ ト－ヒトの感 染があるわ けですけれど も、こ
れも現場ではヒト から感染して いるというと ころの疫学調 査を綿密に 行って、感染 症と食
中毒の切り分けを しているとこ ろでございま して、食中毒 として断定 されれば、行 政処分
がございます。事業 者にとって、感染症なのか 食品媒介なの かは非常に 大事なところ です。
厚労省な どで 調査研 究、ウ イルス 汚染の 実態 ・解明 を進め ていた だいて おり ますの で、
そういった意味でリスク管理機関との連携協力も重要と考えます。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

どうぞ。

○堀口専門委員

おくれてきて 済みませんで した。要請内 容に書いて あるところの ２段目

の衛生管理をどう したらどうい うふうになる とか、二次汚 染防止や一 般衛生の効果 とか文
章が書いてあるの ですけれども 、この食品安 全委員会で行 うリスク評 価というのは 、私の
認識では、そうい ったものの知 見が集まって いる中で、そ れらを見て メタ解析とい うか、
総合的に評価をす るのではない かと考えてい るので、それ は私が間違 っていたら、 ごめん
なさいなのですが 、この管理の 段階でどうい う効果がある とかという のは、どこが やるに
しても基本的には、これはリスク評価全体の話ではないのではないかと 思います。
それらの知見が 集まってきた ときに評価を しなければな らないし、 現段階ではそ の知見
がないのであれば 、食品安全委 員会が評価を するというよ りは、そう いう知見が集 まって
こないことには評 価が難しいと いう方向で、 その研究者を 含め、関係 する機関に調 査とい
うのか、研究とい うのかはわか りませんけれ ども、データ 収集を図っ ていくような ことを
促すという程度なのかなという具合に思いました。

○川西座長

ありがとうございます。

事務局のほうから。

○姫田事務局長

かなりのこと を田﨑専門委 員、堀口専門 委員に言っ ていただいた ので、

話をしやすくなり ました。特に ノロについて 言いますと、 １つは農林 水産省のほう で、特
に水産庁のほうで 、いわゆる従 来の二枚貝か らのノロの感 染、要する に生食用と加 熱用の
水域を分けるだと か、コンスタ ントに検査を するというよ うな形で、 場合によって は出荷
停止も含めて、リ スク管理をす るということ で、二枚貝か らの感染は かなり減らせ ている
のではないかなと 思っておりま す。一方で、 先ほどからお 話がありま すように、ヒ ト－ヒ
ト感染がずっと増 えていて、こ んな数字では ないのだろう ということ も多分おっし ゃると
おりだと思っています。
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では、具体的な 管理措置はど うするかとい うのは、今、 堀口専門委 員がおっしゃ ったよ
うに、厚労省なり がやっていく ことになるか と思いますが 、そのため に私どもは、 では、
どういうやり方で やったらいい かということ で、研究事業 でノロのど ういうことで リスク
が下げられるとい うような研究 も私どものほ うの事業で行 っています が、不幸にし てノロ
は培養できないの で、今も実際 にやっている のですけれど も、難航し ているという のが現
在の状況でございます。
引き続き、厚労 と連携をとっ ていって、今 、堀口専門委 員がおっし ゃったような データ
がある程度集まっ てきた段階で 、そういうメ タ解析なども できるのか なとは思いま すけれ
ども、まだまだそ んな状況でも なく、あるい はただ一方で 、厚労のリ スク管理措置 に対し
て支援できるよう なこともやれ ればなという ような状況で すが、まず ノロそのもの を培養
できるのかどうか ということも 含めて、ハー ドルがかなり 高い状態で はあります。 全く問
題意識がないとい うことではな くて、やはり 厚労と農水と 連携をとり ながら進めて まいら
ないといけないことだと思っております。

○植木情報・勧告 広報課長

私 どものほうで は海外の情報 も集めてい ます。ノロと カンピ

ロに関しましても 、ヨーロッパの EFSA とか 、あるいは EU の国で調査 とかレポート を出し
てございます。ノ ロに関しても 幾つかレポー トがあるので すけれども 、どれを見ま しても
データが十分では ないので、具 体的に何をど ういうふうに すればいい かという、そ こまで
はなかなか至らないということであり、大体そこで終わってございます 。
カンピロにつき ましても、今 、イギリスの ほうではカン ピロが結構 問題とのこと で、イ
ギリスのフード・スタンダ ード・エージェンシー 、リスク評 価機関でご ざいますけれ ども、
そこでは今年の最 重要事項とし てカンピロに 取り組んでい るというよ うなこともご ざいま
すレポートを見て も、なかなか これをやれば いいという特 効薬はない ようでござい ます。
海外でもそういう 状況でござい ますので、引 き続き海外の 情報を集め ながら、必要 なもの
は国内にフィードバックをしていきたいと考えてございます。
以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかにございますか。どうぞ。

○有路専門委員

議論に水を差 すようで恐縮 ですが、堀口 専門委員が 言われたこと と姫田

局長が言われたこ とに関してで すけれども、
「 食品安全委員 会のテリト リーではない のでデ
ータが来るのをと りあえず待ち ましょう」という 話ではなくて、そ れよりも前に 、
「どうい
うデータが必要で 、どういう状 況だったら、 メタ解析がで きるのか」 というのをこ ちら側
が提示をしないと、いつまでたっ ても現場の 対応に追われ るというのが 実情だと思い ます。
言わんとすること は私もそう思 っているので すが、それで はなかなか 前に進まない ので、
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そういう考え方の フレーム、あ るいはその編 集の仕方自身 を先に議論 するようなの は、食
品安全委員会側でやってもいいのではないかと思います。
おせっかいかも しれないけれ ども、例えば 、統計の集め 方もちょっ とした工夫で 、こう
いうパターンだか ら発生したの だとかいう現 象が確認でき るようにな ると、もとか ら集ま
ってくるデータの クオリティは 変わると思い ますので、そ ういうフレ ームを提供す るとい
うことは十分言及 するべきでは ないかと思い ます。その点 を研究する 価値はあるの 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。

○植木情報・勧 告広報課長

２ページの（９）で 、食品安 全委員会は平成 22 年にノ ロにつ

いてはリスクプロ ファイルをや ってございま して、そこで 実際の評価 をやるには、 こうい
う点が足りないと いうことは一 応指摘してご ざいます。言 い訳みたいで 恐縮ですけれ ども、
ノロの場合にはさ っき局長が申 し上げたよう に、まず増や せないので 、分布の実態 がわか
らないというよう なことが結構 あるようでご ざいまして、 他方、昨年 の秋ぐらいに 何とか
増やせるのではな いかというレ ポートもあっ たようでござ いまして、 それを関係者 が追試
をしているという こともござい ますので、ど こにどれだけ 分布をして いるかという ことが
わかってくれば、 対策も大分進 んでくるかな と。このリス クプロファ イルのほうで どうい
うことが必要かと いうことは指 摘してござい ますので、そ れも含めて 取り組んでい るし、
今後も取り組んでいきたいと思ってございます。

○川西座長

渡邉先生。

○渡邉専門委員

これは前回も 申し上げたの で同じことを 言うかもし れませんけれ ども、

先ほどから出てい る実態がこれ では不十分だ ろうと。これ はまさしく そのとおりで 、今、
集めているのはあ くまでもポジ ティブ・サー ベイランスで すので、病 院に患者が行 って、
医者がそれを診て 保健所に報告 するというこ とで、報告し なければ、 もちろん上が ってき
ませんし、検査を しなければ上 がってこない 。それと定点 把握ですの で、全体を見 るため
のかけ数がどのくらいにするかによって全数が違ってきます。
ですので、これ はカンピロバ クターのとき にも食品安全 委員会で出 た実際の数字 は延べ
１億ですので、実 際に上がって くる数は先ほ どの１万より 少ないわけ です。サーベ イラン
ス自体に限界があ るというのは そのとおりで す。実際にや るにはどう すればいいか という
と、アクティブ・ サーベイラン スをやらざる を得ないので すが、それ は拠点を決め ておい
て、そこに上がっ てくる全人間 のその人たち がどういう疾 患を起こし たのか。そこ の中で
の下痢性疾患がど のくらいでノ ロがどのくら いかというこ とをやらな いと、実態把 握は非
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常に難しいと思い ます。それを やると、先ほ ど石川先生が 言われたよ うに、１万倍 ぐらい
になるかもしれな いです。それ をやるための コストもかか るし、人の あれもかかる ので、
なかなか今のところ、日本ではあまりそこまで行っていない状況です。
ただ、それをや ったからと言 って、これは 毎年そういう 形でやると 、そのデータ をとる
ためのコストのほ うがかかって しまうので、 今のままでも トレンドは わかると思い ます。
ですので、このト レンドの中で 何をどうすれ ば、それが減 るか云々と いうのは、こ れは解
析に使える。実数ではないけれども、トレンドとしてのアナリシスは可 能だと思い ます。
ただ、先ほどか ら問題が出て いますように 、これは厄介 なことに食 品の由来では ほとん
どないと思います 。人間が腸管 内に持ってい て、夏場でも 持っていて 、それがある 程度た
って冬場になると 、そこで増殖 してくるとい う、ヒトの中 でのサーキ ュレーション で、そ
こから出た汚物に 貝とか何かが それをろ過し た形でもって 、そこに汚 染される。貝 の中で
は増殖しているわ けではないの で、そういう 意味では本当 にヒトを介 した感染症と いうこ
とになるわけで、 そこの対応は なかなか難し いというか、 手を洗いま しょうとか、 一般的
なことがまず大事ですね。
これはロタでも そうですけれ ども、最終的 にはワクチン ができると 相当コントロ ールで
きるのだと思いま す。それまで待 たなくては いけないのか という話にな るのですけれ ども、
いろいろな会社が それをやって いますし、感 染研でもやっ ているので すが、そうな ると少
しはコントロールができるのではないかと思います。
感染症という位 置づけでコン トロールをす るのはどうし たらいいか という議論は もちろ
んここでやっても 構わないので すけれども、 感染症部会と か、いろい ろなところで やられ
て、ここは厚労省 のあれを言っ てもしようが ないのですけ れども、厚 労省の中では 今のと
ころ、ノロは食品 中毒部会のほ うがメーンで 、感染症部会 よりもそち らで議論をさ れてい
るというのがメー ンなので、そ こは本当は一 体化して、ち ゃんとやる システムがで きると
もう少し対策等に効果的なアイデアが出てくるのかとは思います。
以上です。

○川西座長

これ は意見の出方 も去年と大体 同じような状 況で、どう いう対応が本 当にい

いだろうかみたいなことは相談する場があってもいいのかもしれません 。

○石川専門委員

本当に去年と 同じ議論です 。この間、我 々は臨床を やっています ので、

臨床の側の対応と して、例えば 、学校で予防 すべき感染症 ということ でガイドライ ン的な
ものをこれは文科 省のほうの力 でつくって、 食中毒につい ては手洗い 。これをもっ とリア
ルな形で糞口感染 なのだと。汚 いものを口の 中に入れてい るのだとい うことをかな りリア
ルに表現してやる と、皆さんは かなり手洗い をするわけで す。これを 幼稚園とか保 育所で
も同様で、これは 厚労省の仕事 ですけれども 、予防すべき 感染症の中 でそういうこ とをや
るわけです。やる のですけれど も、一般的な ところでは、 いわゆるコ ミュニケーシ ョンが
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少なくて、まだまだ十分できていないです。
ですから、私た ちはお母さん 方がそのこと を十分理解す ると家庭も 大変得をしま すよと
いう形で、お母さ ん方に向けて のいろいろな リスクコミュ ニケーショ ンをしていか なけれ
ば、これはうまくいかないだろうなと。
私は１つは、渡 邉専門委員は 予防接種にふ れられました けれども、 予防接種まで はなか
なかいかないので 、日本の国民 がそうやって 経口感染に注 意していく 、つまり、生 肉をい
じって調理して、 その調理から うつるという のがカンピロ バクターの パターンです けれど
も、そういうこと にも注意をし ながらやると 、この感染症 は減るのだ ということを 私たち
が死ぬまでには見たいです。
そうすると、どこ かできちんと 数を把握し てもらう必要 があるのに、ここはやりま せん、
これは厚労省の仕 事ですとか言 って、いつも あちこちに投 げているよ うではしよう がなく
て、日本の機関で すから、どこ かが数字をき ちんとしてい ただいて、 いろいろなと ころが
やっている努力も これで少しは よくなりまし たとか、まだ まだですと か、という評 価を是
非していただきた い。それは例 えば、こうい うリスクプロ ファイルを つくるような ところ
があるのだったら、ここだと私は思うのですけれども、いかがでしょう か。

○川西座長

石川 先生がおっし ゃっている御 意見は去年も 出て、いず れにしても、 そうい

う議論を積極的に する場を食品 安全委員会の 中で設けるか 、場として ふさわしくな いかと
いうことの判断な のだろうなと 。食品安全委 員会ではなか なか扱えな いということ になれ
ば、厚労省等に投 げるというこ とになります が、自ら評価 と本質的に 違うような気 がする
のですけれども、事務局としてはそういう場を検討してみるということ はいかがで すか。

○山本総務課長

この病原性微 生物の問題に つきましては 、前回も議 論いただきま したけ

れども、リスク管 理機関との連 携を十分とら なければ、な かなか前に 進まないとい うのは
皆さんも共通認識 だと思います ので、厚労省 、農水省にも 伝えた上で 、さらにデー タを集
める方策とか研究 連携とか、前 に進める方策 としてはどの ようなもの があるのかと いうこ
とを本日の御意見 も伝えた上で 検討していき たいと思って います。そ れは方策とし てはリ
スクコミュニケー ションをさら にしっかりや っていくとい うこともあ るかもしれま せんし、
研究事業でもっと 連携すべき道 筋があるかも しれないし、 どういう転 び方をするか はわか
りませんけれども 、リスク管理 機関と連携を とって情報収 集や情報提 供等に努めて いきた
いと考えております。

○川西座長

去年 とどこが違う かという部分 もありますが 、より積極 的に余り悲観 的にな

らずに恐らく食品 安全委員会の みで議論をす るということ はできても 、その波及効 果が弱
い部分もあろうか と思いますの で、とりあえ ず事務局のほ うで、厚労 省等々に連絡 をとっ
ていただいて、少 し意見交換を して、どうい う方策がとれ るか検討し ていただくと いう線
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でいかがでしょうか。
では、この２つ 目のノロウイ ルス、カンピ ロバクターは そういうこ とにさせてい ただけ
ればと思います。
次に、かび毒の フモニシンに ついてです。 これに関して は、前回の 議論はこの中 の委員
の皆様からは強く という課題で はなかったの ですけれども 、この提案 自体が専門委 員会の
ほうから出されているということもあったようですけれども、どうぞ。

○大瀧専門委員

専門委員の先 生から出され ているという ことと、技 術的困難性が ないと

いうことですので 、あれですけ れども、消費 者の目で見ま しても実は 優先順位は高 いので
はないかと思って おります。家 畜の飼料の汚 染についても 気になりま すが、最近、 直接ヒ
トが食べているも のも多いので はないか。朝 食が簡単に摂 れるという ことでシリア ルがブ
ームのようですが 、世界各地か ら輸入された 穀類やナッツ 類が使われ るようになっ ている
と思います。
子供が食べてい ますスナック 菓子の原料に なっているコ ーンパウダ ーとかコーン グリッ
ツのような加工原 料ですけれど も、特に南米 からのものが 多いと思う のですが、赤 道を越
えて運ばれてきて 、長時間暑い 船の中にあり ますので、汚 染が気にな ります。輸入 品のか
び毒を実際に分析 している担当 者が私の周り にはいるので すが、測れ ばかなりの確 率で検
出されていますし 、しかもアフ ラトキシンとか DON などは 毒性が高い ということも ありま
すけれども、ppb オー ダーです。フ モニシンは ppm オーダ ーで検出さ れてきます。 冗談の
ように話したこと もあるのです けれども、
『買っては いけない 』という タイトルの本 があり
ますが、測ってはいけないという、かび毒のようでございます。
また、国内のトウモ ロコシについ て考えてみま すと、最近、糖度が 15～20 度ぐら いある
甘い生食用のトウ モロコシが出 回っています が、私の住む 茨城県では 全国的に見て はそれ
ほど気温の高い県 ではないと思 いますけれど も、５月に早 出しのトウ モロコシが出 て、５
月、６月は農薬が 効いています 。でも、７月 、８月になる とポジティ ブリストの農 薬では
弱いのか、あるい は地球温暖化 のためなのか はわかりませ んが、農薬 が効かずに大 量のか
びが発生している のを見ること がありますの で、その辺も 気になって おります。フ モニシ
ンは評価をしてい ただいて、適 切なリスク管 理につなげて いただけれ ばいいのでは ないか
と思っております。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかにいかがで しょうか。こ れ自体、かび 毒・自然毒専 門調査会の 専門委員の御 提案で
すけれども、私自 身もこのあた りのことに関 するリスクは 聞いている ところです。 ですの
で、いわゆる自ら 評価という部 分のリスク評 価には、一応 、準備も整 っているとい う状況
にあるのではない かと思うので 、これは旧来 の自ら評価の フレームワ ークの評価案 件とし
て認めるということでよろしいですか。
19

では、これにつ いて議論はそ んなところで 、４つ目、い わゆる健康 食品がござい ます。
これについてはい かがでしょう か。これは鬼 武専門委員か らも意見を 出していただ いてい
るところですが 、それも含 めて、何か これについ て意見がござ いましたら 、お願いし ます。
これはもともと の提案自体は 、以前も議論 をしたことが あろうかと 思いますけれ ども、
いわゆるリスク評 価という話に なると、なか なか固有の製 品まで扱え ないというよ うなこ
とがあって、この 提案者もどち らかというと 、こういうこ とに対して 情報発信をし て、危
ないものは危ない というような 形で情報発信 をするという ようなこと を含めた対応 が必要
なのではないかと いうようなこ とと私自身は 理解をしてい るところで すが、いかが でしょ
うか。
どうぞ。

○山根専門委員

鬼武専門委員 の提供資料に ございますけ れども、４ ページの一番 下、食

品安全委員会は今 後、消費者庁 が提示するこ とになるガイ ドライン等 を独自の立場 で検討
し、必要な場合に は、その検討 結果を消費者 庁に伝えるべ きであろう と。これには 全く賛
成です。機能性表 示、新しい制 度が始まりま すが、消費者 から見れば 特保との違い である
とか、そのほかの いわゆる健康 食品との違い であるとか、 でも、なか なかわかりづ らいと
いうことがありま したり、いろ いろな商品が 出ることで過 剰摂取であ るとか、薬と の相互
の影響であるとか 、いろいろ新 しい問題の数 も増えてくる のではない かという懸念 も持っ
ておりますので、 食品安全委員 会にもきっち りかかわって いただきた いという希望 を持っ
ております。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかに御意見はございますか。どうぞ。

○戸部専門委員

私も今の御意 見に賛成です 。いわゆる健 康食品につ いての健康被 害とい

うのはこれまでも ずっと言われ てきていたこ とですし、機 能性表示食 品というもの が出回
るということにな ってくると、 市場で結構多 くなると思う ので、こう いった特定の 成分が
どうこうというも のではなくて 、こういう市 場に対して食 品安全委員 会として、ど ういう
ものを評価しない といけないか とか、どうい う基準でその 安全性に着 目して、安全 性評価
の対象として選ん でくるのかと か、そういっ たフレームを 少し、これ を機会に考え ておく
ということは大事な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。

ほかにございますか。鬼武専門委員。
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○鬼武専門委員

今２人の委員 の方から出さ れたことと重 複をします けれども、私 のほう

も全体的ないわゆ る市場に出回 っている健康 食品のそうい う健康被害 の事例という よりも、
今はやはり今回、 食品安全委員 会のほうで消 費者庁が今、 機能性の報 告書が出され て、こ
としの３月には最 終的にはゴー ルとしてガイ ドラインも出 るという話 で、政府から 指名さ
れている議題なの で、今年度中 には機能性表 示がもうでき るというフ レームワーク は決ま
っています。
その中で私も一 番注目をして いますのが、 そのガイドラ インがどう いうものにな るかと
いうことで、４ペー ジにも書いて ありますけ れども、いろい ろな臨床実 験をどうやる とか、
フレームとしてシ ステマティッ クレビューが 必要であると か、そうい うことについ ての枠
組みの考え方が出 されてはいま す。ただ、こ の具体的なこ とが出てい ませんし、そ ういう
ことに対して、こ れは消費者庁 が事務局なり だけでできる ことではな いと、私は前 々から
思っております。
そういう点から すると、食品 安全委員会の ほうがいろい ろな形で専 門家の方々も いらっ
しゃるでしょうか ら、そのガイ ダンスなりガ イドラインの あり方につ いてですけれ ども、
もう既に米国では FDA がヘルス クレームのガ イダンスを出 していますし 、EU もヘル スクレ
ームのガイダンス を出していま す。FSANZ、オーストラ リア、ニュージ ーランドもシ ステマ
ティックレビュー というか、こ れもかなり詳 細にですけれ ども、手順 として、やり 方もこ
ういうふうにして 書いてありま すので、日本 もぜひ消費者 庁が今回ガ イドラインを 最終的
に出してくるもの について、ぜ ひ食品安全委 員会として、 第三者とし て少し意見を 言うよ
うなことが私は必要だと考えております。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

今、大体の御意 見は個別の製 品ということ ではなくて、 全般的にど う考えたらい いかと
いうか、どう扱っ たらいいかと いうことを特 に消費者に向 けて、食品 安全委員会の 立場で
何らかの広報とい ったらあれで すけれども、 そういう情報 提供をする ようなことが あって
いいのではないか ということと 理解をしまし たが、そのあ たりは事務 局側で何か考 えてい
る枠組み等々はございますか。今、決定的なことではないと思いますけ れども。

○姫田事務局長

まず１つは、 今、鬼武専門 委員からの特 保、次のや さしい特保、 新特保

なのか、そういう ものについて の御意見もご ざいましたが 、それだけ ではなくて、 いわゆ
る栄養機能食品で 錠剤やカプセ ルのものも多 々出ているし 、いろいろ なものについ て、特
に野菜類をジュー スにしたりし たものも多々 出ております ので、そう いうものも含 めて、
広い意味での全部 、上は特保か ら一般的なも のまで全部含 めて、どう いうリスクが あるの
かということを丁寧に見ていかないといけないのではないかと思ってお ります。
そういう意味で は、どの制度 にということ ではなくて、 広くどこに リスクがある かとい
21

うことを国民の皆様方に情報提供をしないといけないと思います。
ただ、もう一方 で、ほかのも のの一般的な 情報提供とい うことだけ ではなくて、 これは
かなりリスクが高 いと思ってお りますので、 食品安全委員 会として、 情報提供とい うより
は、例えば、委員 長談話がいい のか、食品安 全委員会とし ての見解が いいのかは、 今後考
えていかないとい けないと思い ます。情報提 供よりはレベ ルが上で、 評価というこ とには
ならないとは思い ますけれども 、そういう評 価と同じよう な強い意思 を持って、最 終的な
アウトプットができればと考えているところでございます。

○川西座長

ありがとうございます。

藤原専門委員、どうぞ。

○藤原専門委員

いわゆる健康 食品は、今、 非常にたくさ んの方が使 っているとい う実態

が実際にあります し、その中で 23 年度か何かに 調査したどこ かのデータで は、75％、４分
の３がほとんどネ ットだとか、 テレビコマー シャルで購入 。入手先が いわゆるコマ ーシャ
ルサイドで売られ ている実態が あるのは間違 いないので、 そういう意 味では今回こ の中で
何か啓発的なこと で、ここが国 民にメッセー ジができれば 非常にいい のかなと思っ ており
ます。

○川西座長

ありがとうございます。

まず、大滝専門委員のほうから、どうぞ。

○大瀧専門委員

普通の食生活 で摂取する程 度の量で体に 作用がある ようなものを 、いい

からと言って多量 に摂取すれば 、やはり害を 及ぼす可能性 があるとい うことは予想 される
と思うのですけれ ども、より多 く摂ることに よって、より 健康になれ るという勘違 い、間
違った考え方があ ると思います 。摂り過ぎに 注意をしまし ょう程度の 表現ですと、 リスク
については多くの 方はさほど考 えないのでは ないかと思い ます。体に よい作用をす ると言
われているものを より多く摂る ことによって 、より健康に なれると思 うのは間違い である
ということを強く言わなければならないのではないかと思います。
また、健康食品 はいろいろあ りますけれど も、成分につ いて見てみ ましても、成 分が明
確でちゃんと含有 量もあるもの と、成分が明 確に書いてあ っても含有 量がいい加減 なもの
と、成分が明確で ないもの。例 えば、植物性 のものが多い と書いてあ りますけれど も、ワ
ニとかムカデとか アリとか、普 通の食生活で は食べないよ うなものも いわゆる健康 食品と
して売られている ものがありま して、何が効 果があって、 何が問題に なるのかがよ くわか
らないのですが、 その実態もよ く把握をした 上で情報提供 をする必要 があるのでは ないか
と思います。
健康食品の過剰 摂取のリスク を高めている のに販売方法 があると思 います。１つ でなく
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て何個もまとめて 買うとお得に なるというの がありまして 、たくさん の量を一度に 購入し
てしまうというこ とがあると思 います。人を 紹介すればす るほど安く 購入できたり 、利益
が出たりとかいう 方法もありま す。また、健 康ブームです ので健康と か長寿とかい うとお
年寄りがそこにお 金を使うので すけれども、 多くのお年寄 りを集めて 、とても親切 に楽し
く健康についての お話をするの ですね。その 人たちを自分 の健康を気 遣ってくれる とても
いい人たちのよう に思えて、表 示があっても 小さい字で読 めませんし 、ネットも見 ること
がありませんし、 信じて購入す るようです。 家族が気がつ いて、やめ させようにも 、購入
した本人の責任と いうことで、 本人が断らな い限りやめさ せられない とか、いろい ろな要
因があると思いま すので、そう いうことを考 えながら情報 提供をして いくことが大 事だと
思います。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

石川専門委員、どうぞ。

○石川専門委員

私たちは継続 的に臨床的な 患者さんで健 康食品等を 摂って、それ で体調

を崩したというこ とのエビデン スを見つける ためにいろい ろやってお ります。ただ 、これ
はなかなか正直に 言って関係性 を証明するの は困難なこと もありまし て、例えば、 ウコン
で肝障害が増悪す るとか、そう いう比較的こ れは簡単なほ うですが、 実はもっとも っとい
ろいろな症状があ るのだろうと 推測はできる のだけれども 、なかなか 証明が難しい という
現状があります。
私たちは啓発の ポスターだと か、そういう のも年に２回 、３回、い ろいろな医療 機関に
張ってもらうよう にして配った りはしており ますけれども 、それでも この市場は減 るどこ
ろか、もっと販売 量が増えて２ 兆円以上にな っているとい う現状があ ります。私は 実際に
この健康食品に頼 って、いわゆ る正式な医療 とか、そうい ったものを 受けないでい る方、
それで増悪する方 もかなりの数 がいると考え ているわけで す。そうい うことから、 私はや
はり消費者庁から もいろいろな 啓発のものを 出していただ きたいとい うような要望 があり
ます。
実際に今まで３ つ、４つ、例 えばノニジュ ースとかクロ レラとか、 そういったも のにつ
いてポスターを配 ったところ、 その関連の事 業者さんから 、そんなこ とはないとい う強い
抗議のものが来た り、実際にこ れは大変なや り取りになっ ていたりも しております 。ぜひ
消費者庁のほうか らも、こうい うことについ て啓発のもの を出してい ただきたいと 考えて
おります。

○川西座長

ありがとうございます。

これに関しては 、委員の皆様 方からの御意 見は大体一致 しているか と思いますの で、健
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康食品に関して食 品安全委員会 もある部分、 積極的に取り 上げるよう にして、それ に対し
ての見解等々をま とめて発信し ていきましょ うというよう なことが皆 様方の御意見 を集約
すると、そういうことになるのではと思います。
それでは、一応 今日議論させ ていただいた ５課題ですが 、旧来で言 う自ら評価、 自ら評
価のリスク評価の 対象としては 、かび毒のフ モニシン。そ れ以外に食 品添加物やア レルゲ
ン、これについて は少し積極的 に科学的知見 の収集を食品 安全委員会 の中でもやっ てくだ
さいということを、この委員会から提言していくということ。
いわゆる健康食 品については 、こういう健 康食品全般の ことという より、食品安 全委員
会ですから安全性 という側面が 強いと思いま すけれども、 それに対す る食品安全委 員会と
しての見解をまと めるようにし たらどうかと いうことを食 品安全委員 会に報告する という
こと。
ノロウイルスと カンピロバク ターは大きく １つとして食 中毒に係る 病原性微生物 という
ことになろうかと 思いますけれ ども、これら 病原性微生物 に関しては 、これは多少 歯切れ
が悪いかもしれま せんけれども 、去年より増 して厚労省な り関係省庁 と、食品安全 委員会
から今までの措置 に対する解析 あるいは新た な対策に関し て、積極的 に意見交換な り何な
りをしてください というような ことを言って いく。こんな 対応になる かなというこ とかと
思います。以上大 ざっぱなまと め、これは議 事録でまた確 認をしてい ただきますが 、それ
については何か追 加的、あるいは ちょっとそ こは違うので はないかとい うことがあっ たら、
どうぞ。

○山本専門委員

健康食品につ いてはリスク を発信してい くというこ とで締めくく られた

のですけれども、 これに関して はホームペー ジだけではな く、隅々ま で行き渡るよ うにぜ
ひお願いしたいと思います。

○川西座長

リス クを発信とい う表現よりは 、リスクに対 する見解と いうようなこ となの

だろうと思います けれども、そ れは成果物と いうか、そう いう見解が まとめられた ときに
どういう発表の仕方で、積極的に広く広報をお願いしますということ。

○山本専門委員

やはり年齢の 高い人が使用 する率が一般 的に多いの ではないかと 思うの

で、その点を考慮して、隅々まで行き渡るような発信の仕方をお願いし たいと思い ます。

○川西座長

ありがとうございます。

いずれにしても 、今まとめさ せていただい たような方向 で食品安全 委員会に報告 したい
と思います。議事 録の確認はし ていただくと して、報告の 体裁は私の ほうに御一任 いただ
くということでよろしいでしょうか。
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（「はい」と声あり）

○川西座長

では、そのようにして。どうぞ。

○石川専門委員

それで結構だ と思うのです けれども、１ つだけ加え たいことがあ るので

すが、しつこいよ うですけれど も、ノロウイ ルスです。皆 さんがぞっ とするような 話かも
しれませんが、こ れは実は昨年 の秋ぐらいか ら食品に関係 する食堂で 働いている方 とか、
そういう方たちで 周りがノロウ イルスという 話を聞いたと きに、本人 もちょっとお 腹の具
合が悪いというこ とで私たちの ところに、今 はそういう方 は自費で有 料なのですね 。有料
で 3,000 円とか 4,000 円で検査ができるので すけれども、 やりますと 、見事に陽性 になり
ます。要するにか なりの部分が 、ちょっとお 腹の調子が悪 いという方 で調理に関係 してい
る人もそういうふうにノロウイルスに感染しています。
これがいつまで お休みをした らいいかとか 、そういった 基準も余り ない中で、実 際にこ
の社会が動いてい るというのが 事実です。私 はどうしても、きちんとど こかが実数だ とか、
そういったものを 把握しながら やっていかな いと、いつま でたっても 、かなりの損 害をこ
の社会はノロウイルスに受けているのではないかということがあります 。
特にその検査が できるように なったのは、 この１年ぐら いの間です から、それが よりわ
かってきていると いうことです ね。そういう 事実もあると いうことを お知らせした いと思
います。

○川西座長

ありがとうございます。

どうぞ。

○神村専門委員

実際にそうい う感染性の食 中毒、あるい は胃腸炎が どのくらい多 いかと

いうのは、厚生労 働省ですとレ セプトデータ というものが ありますか ら、把握でき ている
のではないかと思いますので、その辺のアプローチもしていただければ と思います 。

○川西座長

では 、厚労省とお 話をされると きに今の御意 見も追加し て、意見交換 等々を

していっていただければと思います。
一応、自ら 評価の案件 についてはこ のようなこと で、残 りの課題まで 10 分間ぐら い休憩
をとりたいと思い ますので 、３時 45 分に再開という ことで休憩 とさせていた だきます 。あ
りがとうございます。

（休

○川西座長

憩）

45 分をちょ っと過ぎまし たので、そ れでは、次 の議題（２）「平成 27 年度食
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品安全委員会運営計画について」を議論したいと思います。
まず、事務局から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に基づきまして、説明申し上げます。

新旧対照表でま とめておりま す。この表の右側 の欄が 27 年度の運営計画（案）で ござい
ます。
まず、最初の１ ページ目でご ざいます。新 年度は重点事 項として５ つの柱を立て ており
ます。新たに独立した 柱として、
「④海外 への情報発信 及び関係機 関との連携強 化」を立て
てございます。こ れまでも評価 結果等につい ての海外への 情報発信で あるとか、海 外との
リスク評価機関等 との連携を行 ってまいりま したけれども 、さらに強 化をしていく という
ことと、まだ協力 文書等を締結 していないよ うな機関との 連携につい ても検討をし ていき
たいということで、１本立てております。
そのほかの柱と しては 、すぐ上の「③研究・調査事 業を活用し た新たな評価 方法の企画 ・
立案」につきまし て、食のグロ ーバル化や新 たな危害要因 の出現に対 応するため、 国内外
の最新の知見を収 集し、研究調査 を活用して 新たな評価方 法の検討を行 うとしており ます。
特に調査研究事業 について、透 明性を確保し 、外部有識者 のレビュー を行いながら 、成果
をリスク評価にきちんとつなげていくということを書いてございます。
そのほか、１ つ目につきま しては、
「 評価の着実な 実施」と いうことです けれども 、特に
新たな評価方法の 活用という点 が大事である ということで 、そこに重 点的に取り組 んでい
くという意味で追 加をしており ます。そのほか、
「リスクコ ミュニケー ションの戦略 的な実
施」と「緊急時対応の強化」について記載しています。
１枚おめくりい ただきまして、
「第２

委員会の運営 全般」に つきましては、
「（１ ）委員

会会合の開催」、「（ ２）企画等専 門調査会の 開催」、「（４） 委員会と専 門調査会の連 携の確
保」、
「（５）リスク管理機関と の連携の確 保」について記載を しておりま す。
「（６）事務局
体制の整備」のと ころで、評価 体制等の充実 を図るため、 新たな評価 方法の企画・ 立案機
能を担う評価技術 企画室を設置 するなど、必 要な予算、機 構・定員を 確保するとし ており
ます。
次に、
「第３

食品健 康影響評価の 実施」でございま す。基本的には 昨年度の記載 事項と

大きく変更はされ ておりません けれども、要 請案件につい て早期に評 価が終了する よう計
画的・効率的な調 査審議を行う ということと 、企業申請品 目について は標準処理期 間のう
ちに計画的な調査 審議を行うと しております 。評価ガイド ライン等の策 定につきまし ては、
27 年度に引き続き 、ベンチマー クドーズ法の 適用方法につ いて検討を 行うこととし ており
ます。
次に、４ページ、
「第４

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。これに つきましては 、評価結果に 基づきリスク 管理機関で どのような措 置が講
じられたかをフォ ローアップし ているところ でございまし て、新年度 においても年 に１回
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調査を実施して、 その結果を踏 まえて必要に 応じ、勧告、 意見の申出 を行うとして おりま
す。
次に、
「第５

食品の安全 性の確保に関 する研究・調査事業の 推進」でご ざいます 。食品

安全委員会で実施 をする研究調 査につきまし ては、その推 進の方向性 につきまして 、今後
おおむね５年程度 を視野に入れ た方向性、い わゆるロード マップを定 めておりまし たけれ
ども、昨年 12 月にその全 面改定を行い ましたので 、その内 容を踏まえ た記載にして おりま
す。
「危害要因、曝露実態の 評価に必要な 科学的知見の 集積」、
「健康影 響発現メカニ ズムの
解明」、
「新たなリスク 評価方法の確 立」、この３つの目 標に焦点を 当てまして、優先 実施課
題を定め、選定を していくとし ております。 ５ページの「 ２

食品の 安全性の確保 に関す

る調査の推進」につ いても、同様 に昨年 12 月に全面改定を しましたロー ドマップに沿 って、
真に必要性の高い ものを選定し ていくとして おります。実 施団体とし ては調査会社 だけで
はなく、大学等の 研究機関も幅 広く応募をし ていただきた いというこ とで、入札公 告の際
の周知についても記載をしております。
次に、
「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。前回設 置を了

承していただきま したワーキン ググループに おきまして、 現在、食品 安全分野にお けるリ
スクコミュニケー ションのあり 方に関する検 討を行ってい ただいてお りますけれど も、ゆ
くゆくはこの企画 等専門調査会 で取りまとめ ていただきた いと思ってお ります。その 上で、
本報告において掲 げられた課題 への対応に重 点を置き、戦 略的にリス クコミュニケ ーショ
ンの実施をするとしております。
６ページ、ここ からが個々の 具体的な手段 について掲載 をしており ますが、１つ 目は、
さまざまな手段を 通じた情報の 発信というこ とでございま して、左側 の欄で書いて おりま
す内容を媒体別に 並べ替えて、 簡潔に記載を しております 。その媒体 の特性を踏ま えた発
信をしていくのだということを言っております。
「２

『食品の 安全』に関す る科学的な知 識の普及啓発 」について 、本年度まで は連続

講座として実施し ていたものに ついては、来 年度は地方で の開催も含 め実施をする 点が新
しい点でございま す。また、資 料をインター ネットで公表 する、講座 の内容をまと めた動
画について多くの消費者等が活用可能な形で提供するということを記載 しておりま す。
次に、「（２）食 品安全に関す る取組の普及 啓発」の部分 でございま すが、本日、 お手元
に席上配布してお りますけれど も、季刊誌の 子供向けコラ ムを集めま したキッズボ ックス
総集編を昨年末に 発刊しており ます。このよ うなわかりや すい啓発資 料を用い、広 く普及
啓発を実施するということを書いてございます。
「（３）食 の安全ダイヤ ルへの対応 」につきま しては、こ の安全ダイ ヤルはリスク の初期
情報としての重要なツールでもあるという趣旨からの修文をしておりま す。
「３

関係機関・団体との連携体制の構築」は、大体従来どおりでございます。

８ページ、「第７
次に、「第８

緊急の事態への対処」も計画上は大きく変わってはおりません。

食 品の安全性の 確保に関す る情報の収集 、整理及び活 用」でござい ます。
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下線のところを追 加しておりま して、従来か ら意識をして やってきま した国際機関 、海外
への政府関係機関 、学術誌論文 に加えまして 、食の安全ダ イヤル等を 通じて、毎日 収集を
していくということを書いてございます。
次に、
「第９

国際協 調の推進」につい てでございま す。現在想定さ れております 国際会

議等の予定を掲載 しております 。また、「（３ ）海外の食品 安全機関等 との連携強化 」につ
きましては、EFSA や FSANZ との定期会 合のほか、フ ランスのリ スク評価機関 である ANSES
等、他の機関との 連携強化のた めの会合を開 催し、協力文 書の締結も 検討するとい うこと
を記載しております。
１枚めくってい ただければと 思います。別 紙１は平成 27 年度におけ る企画等専門 調査会
の今後のスケジュ ールでござい ます。年間４ 回ほどお願い したいと思 っておりまし て、ま
ず５月をめどに今 後の食品安全 分野における リスクコミュ ニケーショ ンのあり方に 関する
報告書について、 ワーキンググ ループのほう のたたき台が そのころに 上がってくる のでは
ないかと考えておりますので、ここで取り上げていただければと思って おります。
６月は、前の年 度のフォロー アップをする ということと 、新たに選 定を始めます 自ら評
価案件の選定の進 め方等につい て御議論をい ただければと 思います 。11 月は、中間 報告と
自ら評価案件の選 定。年が明け て１月は、自 ら評価案件の ２回目の御 議論。新年度 に向け
た運営計画等について御議論をいただく予定でございます。
説明は以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

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 いて、御質問 あるい
は御意見等がありましたら、よろしくお願いします。
どうぞ。

○山根専門委員

１点質問です 。１ページの 新しく加えら れた重要事 項の④海外へ の情報

発信のところです けれども、今 後、積極的に 海外へ発信す るというこ とですが、具 体的に
特に発信する内容 といいますか 、食品安全委 員会の業務全 般を知らし めるというこ となの
か、特に要するにリスク関係のところなのか、そのあたりを教えていた だけますか 。

○山本総務課長

お答えさせて いただきます 。海外の情報 発信につき ましては、リ スク評

価結果を出しまし たら英訳をい たしまして、 それを公表す るとともに 、特に連携を とって
いるリスク評価機 関には直接送 付をしており ます。今まで も海外への 情報発信と海 外機関
との連携について は相当頑張っ てきたつもり ですが、今後 、さらに今 、関係の深い ところ
とは関係をさらに 深化させてい くこと、具体 的には人的交 流をやった りとか、人的 交流で
それぞれの機関に 深く入り込ん でいったとき に、公表され ていない情 報をどのよう に取り
扱っていくかとい うことについ ての協議など もやったりし ております ので、そうい うとこ
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ろで関係をさらに 深めていきた いというのが ございます。 また、まだ 協力文書を締 結して
いないような機関 とも連携方策 をさらに探っ ていきたいと いうことで 、今回は独立 した柱
として起こしております。

○川西座長

ほかに何かございますか。どうぞ。

○民野専門委員

御質問をさせ ていただきま す。情報発信 についてで す。先ほどの 討論の

流れでもありまし たが、例えば 、インターネ ット等々を使 っての情報 発信で届きに くい対
象に対して、どう いった形の情 報発信をしよ うと想定され ていらっし ゃるのか。そ のあた
りを御説明していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

○植木情報・勧告 広報課長

１ つは、私ども は季刊誌とい う雑誌をつ くって、それ は地方

自治体あるいは図書館のほうに送付しております。それが１点でござい ます。
もう一点は、今 日は関係者の 方もいらっし ゃいますけれ ども、消費 者団体の方々 、ある
いは報道機関との 意見交換の場 を持ってござ いまして、そ こで時々の トピックとか 、そう
いうことを御説明 してディスカ ッションして ございまして 、そういう 場を通じて、 その団
体の傘下あるいはマスコミを通して情報が流れるということがあろうか と思います 。
実際に昨年の秋 でしたか、ア クリルアミド について、報 道機関の皆 様方との意見 交換会
で御説明させてい ただきまして、その後、新聞 等で説明が載 ったことも ございました ので、
そういうことを通 じまして、イ ンターネット 環境以外の方 にも情報を 届けるように 取り組
みたいと思ってい ますし、あと は私どもには 委員の先生方 がいらっし ゃいますし、 事務局
もおりますので、 そういう者が 地方に行って 講演をすると か意見交換 を行ってござ います
ので、そういうさまざまなツールを通じて取り組んでまいりたいと思っ てございま す。

○川西座長

ほかに何か。

堀口専門委員、どうぞ。

○堀口専門委員

情報発信のと ころで 、普通に難し い話ではなく 、Faceb ook で「いい ね！」

をしたら食品安全 委員会を見ら れるようにな って、非常に 情報発信を してくださっ ている
なと思ったのです けれども、別途、日本 の政府の府庁が Face book をやっている ので、自衛
隊であったり 、外務省の Facebook はい つも情報が来 るので見て いるのですけ れども 、外務
省の人たちの職員 が何であんな に高校に講演 に行っている のだろうと 実は思ってい て、も
のすごい数の外務省の職員が高校に講演に行っているのですね。
それだったら、 食品安全委員 会だって高校 に行けるので はないかと 思って、まさ に何か
グローバルなこと を外務省が言 いにいこうと しているのだ ったら、食 事は食べなけ れば生
きていけないし、 食だってグロ ーバル化して いるし、リス クはとても 大事なことで 、何で
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文科省が管轄して いる高校に外 務省の職員が こんなに派遣 されて講演 に行っている のだろ
うと思いながら、 何かよくわか らなかったの で、今まさに 民野専門委 員からもどう いうふ
うな情報発信をす るのですかと 。石川先生の ほうからもノ ロのお話な どで、皆さん が知ら
ないこともあるで しょうという こともあった し、ジュニア 食品安全委 員会もいいの ですけ
れども、外務省が 高校に行ける のだったら、 食品安全委員 会も行ける のではないか と思っ
たので、それは来 年度という意 味ではないの ですけれども 、情報発信 を考えていた だけれ
ばなと思いました。
以上です。

○川西座長

いかがでしょうか。今の話に対して、何かコメントはございますか。

○植木情報・勧告 広報課長

実 は別途、いろ いろな学校教 育の中で少 し取り上げて もらえ

ないかなという気 持ちがあって 、文部科学省 には、ある特 定の問題で お話をしに行 ったこ
ともあるのですけ れども、文部科 学省の方も いろいろなと ころから要請 があるのか、はい、
はいと言うわけに はいかず、か なり一般的な お役所的な対 応をされて しまったので すが、
今の高校の話は外 務省に聞いて みまして、ど ういうツール でやってい るのか、その 辺のス
タディーから少し始めてみたいと思います。ありがとうございました。

○川西座長

では、有路専門委員、どうぞ。

○有路専門委員

情報発信のと ころで若干、 手前みそにな りますけれ ども、日本学 術会議

のほうで、今、私 は連携会員を させていただ いていますが 、食の安全 部会というの があっ
て、要するにやっ ているのは、 吉川先生、唐 木先生、皆さ んのなじみ の深い先生が 活動を
されています。そ こで私は幹事 をさせていた だいているの ですが、要 は学術会議な ので、
いわゆるアカデミ ズムのところ に対する情報 が集積されて いる集まり に思います。 こうい
ったところとの連 携を進めるの に加え、学術 会議自体に情 報誌等を共 有することで 異分野
のアカデミックリ ーダーにも食 品リスクの正 確な情報を共 有できる状 況を作るのは 効果的
ではなかろうかと思います。

○川西座長

石川先生。

○石川専門委員

先ほど、堀口 専門委員のほ うから学校に というお話 がありました けれど

も、実は文部科学省 のスポーツ青 少年のとこ ろで学校保健 というのをや っているわけ です。
恐らく食べ物の話 だとか食中毒 の話もそうで すけれども、 そこら辺の ところで知ら せてい
くのだと思うので す。ところが 、これが全体 の文部科学省 の予算が５ 兆円だとか、 そのぐ
らいの規模である にもかかわら ず、スポーツ 関連のところ は二百何十 億、そのほと んどが
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スポーツやオリン ピック関係に 行ってしまっ ているのです 。教育のほ うの学校保健 は本当
に数億の範囲、６ 億とか、その ぐらいの範囲 でしかいかな くて、本当 にそこでのい ろいろ
な健康教育、こう いう食中毒の 教育も今おっ しゃったよう に、なかな かできない、 できに
くい状況があります。
だから、私はせ めて、この食 品安全委員会 の観点から、 ５年も前か ら言っている のです
けれども、子供た ちに食の安全 ということで 、ここが発信 していきた いと。このリ スクコ
ミュニケーション でやっていっ ていただきた いということ は、要望と して出してい るわけ
です。教育のとこ ろでは、なか なか取り入れ ていただけな いというの が現状だと考 えてお
ります。

○川西座長

ありがとうございます。

どうぞ。

○堀口専門委員

先生の御指摘 はごもっとも で、文科省と は連携して いけるのでは ないか

との指摘になるよ うな、あり方 の報告書が今 回出せればい いなと考え ています。き ょうは
有路専門委員も御 出席ですが、 そのような話 が大きく出て きているの も事実ですの で、来
年度になりましたら御報告できるかと思います。
私が言っている のは文科省を 相手にしてい るのではなく 、外務省が 出張ってプレ ゼンを
しに行っているの だから、本当 に全ての人に かかわること ですので、 食品安全委員 会の人
が出張っていって いいのではな いか。文科省 を当てにして いてもしよう がないのであ れば、
出張っていっても いいのではな いかと。その 前例として、 外務省がい るではないか という
のが私の御提案です。

○川西座長

ありがとうございます。

今のそのあたり の御議論は、 運営計画の中 のどこかに書 き込んだら というような ことで
すか。

○堀口専門委員

特に書き込む 必要はないけ れども、表現 が媒体別に なってしまっ ていた

ので、６ページですが、媒 体の特性を踏 まえて発信す るとなって いたので、それが この（６）
までなのかしらと いうのも含め 、それは次年 度にすること ではないで すけれども、 こうい
う媒体別に書いた ときには、そ れ以外はしな いように思わ れてしまう 可能性もある ので、
何か書き加えたほうがいいのかなぐらいの感じです。

○川西座長

どうぞ。

○姫田事務局長

堀口専門委員 のお話は新し い感じで聞き ました。従 来小学校の高 学年や
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中学生をターゲッ トにしてとい うことで御議 論をいただい ておって、 小学校高学年 にジュ
ニア食品安全委員 会とか、ある いは中学生向 けにパンフレ ットをつく ってきたりし ており
ます。その中で高校生についてという御議論が従来はあまりなかったこ ともござい ます。
もう一方で、先 ほどからお話 があるように 、組織として 文科省に入 っていくとい うのは
なかなか難しいと ころがありま すので、今、 堀口専門委員 がおっしゃ ったように、 ゲリラ
的と言うとおかし いのですが、 それぞれの意 識ある高校、 あるいは高 校の先生たち はいら
っしゃると思って いますので、 そういうとこ ろにアタック して何らか のことができ ればと
思いますし、やは り食生活が崩 れていくのは 高校生からと いうのが一 般的なお話で ござい
ますので、そうい う意味でも堀 口専門委員の お話を少し考 えさせてい ただいて、対 応でき
ればと思っております。

○川西座長

では 、これを直す ということは 置いておいて 、そういう 議論が行われ て、事

務局側が考えてみ るということ を記録にとど める。有路専 門委員がお っしゃったこ とはさ
すがにこれには書けないなとも思いますので、それも記録にとどめてお くと。

○有路専門委員

学術誌とか学 会とか、そう いうところへ のアプロー チをどこかに してお

いたほうがいいと 思います。前の ものだった ら、どこかにそ れっぽいこ とが書いてあ って、
要は専門機関とか 何かに配るみ たいなことが 書いているの で、今の６ペ ージ目のもの だと、
ここに書かれてい る媒体のとこ ろで規定され てしまって、 それ以外の いわゆる専門 誌とか
専門的な情報を持 っている学会 とか、そうい うところへの アプローチ がとりあえず 、ここ
としてはやめてお こうみたいに 見えてしまう ので、どこか に一文字で もいいので、 アカデ
ミズムのほうにも 情報を提供し ますというの はあったほう がいいので はないかぐら いにし
ておいたらいいかと思います。

○川西座長

どうぞ。

○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。７ペ ージに「 ３

関

係機関・団体との 連携体制の構 築」とござい まして、そこ で（３）に 先ほど少し御 説明し
たマスメディアとか消費者団体がございます。
８ページに「（４）学術 団体との連携 」がござ いまして、ここに今ま さに有路専門 委員が
御指摘の点が書い てございまし て、学術団体 との連携が効 果的である ことからと。 ことし
から始めてござい ますので、今 は学会でのブ ース展示にと どまってお りますけれど も、こ
こには「等」もご ざいますので 、学術会議の 先生方にレク をするとい うのは、事務 局とし
ては非常に重たい わけではござ いますけれど も、何ができ るか、そこ はいろいろと 検討を
してみたいと思います。
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○川西座長

では 、ここにそう いう意を入れ るような修文 を試みてみ るということ にさせ

ていただいて、今この場で決めるのは難しいかもしれませんので。
どうぞ。

○戸部専門委員

細かいことで はないのです けれども、別 紙２と別紙 ３のところで すが、

先ほど自ら評価の ことについて 議論をしまし たが、その中 でやはり考 えていると、 自ら評
価の案件で上がっ てくるものは 、結構これか ら調査をしな いとわから ない部分とか 、今ま
でいろいろやって きたけれども 、新しい方法 でアプローチ をしないと いけないもの とかい
うようなものが今後も上がってくると思います。
そういったとこ ろの関係を見 ると、別紙３ の新規研究課 題の決定の スケジュール と別紙
２の自ら評価の案 件の選定スケ ジュールを見 ると、これは 先ほどの議 論を踏まえた だけな
ので、ほかの動き はわからない ですが、自ら 評価の案件の 選定の段階 で、これは調 査をし
たほうがいいねと いうものが出 てきたときに 、それは新規 研究課題の 選定に反映で きると
いいなと思います 。別紙２と３ を見ていると 、研究課題の 決定のほう が先に決まっ てしま
うようです。それ ぞれの取り組 み等のスケジ ュールをうま く組み合わ せることによ って、
必要なことは早く できるのでは ないかと思っ ているのです が、この辺 のスケジュー ルは見
直すことはできるのでしょうか。

○山本総務課長

お答えさせて いただきます 。調査研究の スケジュー ルでございま すけれ

ども、調査研究事 業は公金を使 っているとい うこともあっ て会計年度 ごとに動いて いて、
さらに継続する必 要がある場合 は継続の可否 について審査 をし、了承 していただい たもの
を次年度も継続し ていくという ことになって おります。研 究者の方に 最大限、研究 期間を
使っていただくた めには、その 審査過程を含 めますと、こ の９月に優 先実施課題を 決めて
募集をしていくと いうのがぎり ぎりのタイミ ングで、その 後選考過程 を経て決定し 、４月
１日からは研究に入れるようにするにはこうしたスケジュールになると 考えており ます。
自ら評価案件と の兼ね合いで 言いますと、 毎年定めます 優先実施課 題の中に、自 ら評価
案件として選定さ れたものにつ いてというの も１つ、優先 実施課題の 中に入れてお ります
ので、予算上の余 力がある場合 は年度途中で の追加公募も 可能である ということで 、現実
的にそういうところで対応をしているということでございます。

○川西座長

○迫専門委員

どうぞ。

関 連で質問をさ せていただき たいと思って います 。１ページの（２ ）の「③

研究・調査事業を 活用した新た に評価方法の 企画・立案」 という形で 、新しい課題 に対応
していくための調 査研究等をよ り具体的に、 または効率的 に実施して いこうという 計画か
と思っております。
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その関連で２ペ ージの「（ ６）事務局 体制の整備 」の中に 、こういう ことを担う評 価技術
企画室を設置する などという形 で、こういう 形で体制整備 を図ってい くと。先ほど 来の自
ら評価の案件の中 でも調査研究 と連動して成 果を求めてい くものが幾 つか出されて いたか
と思っております し、そういう ことを推進し ていくための 体制整備が 検討されてい ると受
け取ったわけでございます。
この部分につい てお伺いした いのは、この 体制整備は、 事務局体制 というのは非 常に重
要なものだと思っ ておりますの で、この辺は 平成 27 年度予算の中に反 映されていく のか。
27 でそれを検討して 、28 で要求してい くという形に なっている のか。この辺の具体 的な展
開はどういうふう に展望をされ ているのかを お示しいただ ければ、あ りがたいと思 ってお
ります。

○山本総務課長

お答えさせて いただきます 。この評 価技術企画室 につきまして は、27 年

度の組織・定員と いうことで要 求いたしまし た。昨年の夏 場に要求を して、査定当 局にも
御理解をいただい たということ もございまし て、この室が 設置できる だけの定員が 確保で
きましたので、27 年度から基本的にはスタートしていくということになって おります。

○迫専門委員

あ りがとうござ います。大変 有効な組織に なるかと思 っております ので、

よろしくどうぞお願いいたします。

○川西座長

ほかにどうぞ。

○髙岡専門委員

さまざまな手 段を通じた情 報の発信の中 のホームペ ージのところ ですけ

れども、この企画 等専門調査会 では出てこな いのですが、 鳥インフル エンザとか口 蹄疫と
か豚の流行性下痢 についての情 報がホームペ ージに出てい ますが、食 品安全委員会 で出す
べき情報なのかなというのがクエスチョンです。
基本的にこれは 家畜の病気で あって、人間 には感染しな いとなって いますので、 もしも
出すのだったら、 見ると下のほ うに、これは 人間には感染 しませんと 書いてありま すが、
もし国民の方が不 安に思ってい らっしゃるの だったら、一 番最初に、 例えば、鳥イ ンフル
エンザは発症しま したが、これ は人間には関 係ございませ ん。詳細は 農林水産省の ページ
をごらんください というような 形で、食品安 全委員会とし ては、これ は人間には全 く問題
ありませんよとい うような発信 をしたほうが 、私はいいの ではないか という気がす るので
すけれども、それ についてはい かがでござい ましょうか。 特に家畜の 病気に対して 、あえ
て食品安全委員会で出す必要があるのかどうかです。

○姫田事務局長

口蹄疫と鳥イ ンフルエンザ は全然違いま して、口蹄 疫は全くの人 獣共通

伝染病ではござい ません。一方 で、鳥インフ ルエンザにつ いて言うと 、中国、イン ドネシ
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ア、香港、エジプト等で のいわゆる感 染事例がご ざいます。これは多分 食べてではな くて、
ライブバードマー ケットなどで 感染している ので、全く人 獣共通伝染 病でないとい うこと
ではないというのが一つ。
今たまたま高病 原性鳥インフ ルエンザはヒ ト－ヒト感染 は起こって おりませんけ れども、
H3N2 とか、香港かぜとか、ス ペインかぜと か言われるも のも、もとも と普通の鳥イ ンフル
エンザだったもの がヒトへの感 染性を獲得し たものなので 、これにつ いては消化管 での経
由の感染はあまり 考えられませ んが、鳥から ヒトへの感染 は今後も十 分に注意をし ていか
なければいけない ものだと思っ ていますので 、丁寧に情報 発信をさせ ていただいて いると
いうのが一つです。
一方で、口蹄疫や PED とか、 こういうもの については全 く家畜の病 気なので、参 考程度
に掲示させていた だいて、それ について逆に 国民の方々が 不安を持た ないような意 味での
情報発信をさせていただいているということで考えております。

○髙岡専門委員

鳥インフルに 関しては今も お話のとおり 、食べては 感染しないと 言われ

ておりまして、実 際にライブマ ーケット等で 鳥に実際に触 るような方 が感染されて いる例
があるというのは 聞いておりま す。食べて影 響がないので したら、食 品安全とはち ょっと
違うのではないか という気がし ます。出して も結構なので すけれども 、出したとき に一番
最初のところに、 鳥を食べるこ とで感染しま せんとか、口 蹄疫によっ て感染しませ んとい
うことをまず１行 目に入れてい ただいて、こ んなことがあ りますよと か、詳細情報 は食品
安全委員会とは関 係ないので、 農水のページ をごらんくだ さいといっ たような形に するこ
とは難しいのですか。

○姫田事務局長

むしろ食品安 全委員会の委 員長見解を見 ていただい たら、おわか りにな

るかと思いますが 、そこにはか なり大きな字 で第１行目に 鳥インフル エンザは食べ て感染
するものではあり ませんという ことで、その 理由を下に書 かせていた だいておりま す。特
に各省庁はそれを 科学的な根拠 として使って いただいてお りますので 、委員のおっ しゃっ
たように、まず最初にそのスタイルで書かせていただいております。

○髙岡専門委員

どうしても特 に鳥インフル に関しては、 風評被害で 一時期、鳥が 全く売

れなくなってしま ったというこ とがあるもの ですから、情 報発信を慎 重にやってい ただき
たいと思います。ありがとうございました。

○川西座長

それでは、どうぞ。

○中本専門委員

素朴な疑問で すが、この『 食品安全』の 特集なので すが、ターゲ ットは

子供でよろしいの でしょうか。 その場合は小 学校とか子供 に届くよう なところに配 布をさ
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れているのか。も しくはこちら の季刊誌のと ころにある地 方公共団体 、図書館等に 配布を
されているのかをお伺いしたいです。

○野口リスクコミ ュニケーショ ン官

こちら のキッズボッ クスの総集 編は、今まで 季刊誌

に載せておりまし たキッズボッ クスというコ ーナーを特集 したもので ございまして 、その
ターゲットはもち ろんキッズボ ックスという 名前ですので 子供さんと いうのもある のです
けれども、大人が一緒に読んでもわかりやすいようにということで作成 しておりま す。
配布先につきま しては、主に 季刊誌を配布 しているとこ ろが中心で はございます けれど
も、我々が地方に 行って行いま すジュニア食 品安全ゼミナ ールとか、 そういった子 供を対
象のところとか、そういったところにも配布をしているところでござい ます。

○中本専門委員

ターゲットの 子供のところ に届けるよう な取り組み は、今後はさ れない

ということですか 。そもそもこ の季刊誌が公 共団体にあっ たりとか、 図書館にあり ますよ
ということだった のですが、私 はモニターを させていただ くまで、こ の存在を全く 存じ上
げていなくて、と ても知名度が 低めだとは思 うのですが、 またやられ るのであれば 、せっ
かくの子供さんに 見せてあげた い冊子ではあ りますので、 もう一度考 えていただけ るとあ
りがたいです。

○姫田事務局長

今、野口のほ うから申し上 げたジュニア 食品ゼミナ ールは、具体 的に中

学校とかでやって いただいてい るので、私ど もと過去にそ れをやって いただいたと ころに
ついて、お送りさせていただいているということです。
では、体系立っ て送ればいい のではないか ということで すけれども 、それはなか なか文
科省の壁というの があって、本 当は私どもと しては特定の 学年全員に 配りたいとは 思って
いますが、それは 具体的にはで きないという 状況にはあり ます。です から、私ども と関連
のある小学校とか 教育委員会、 市町村の教育 委員会等でも それを受け 入れてくれて いると
ころもありますので、そういうところから広げていこうということにし ております 。

○川西座長

それでは、どうぞ。

○横田専門参考人

１つだけ質 問させていた だきたいので すけれども 、先ほども出 ており

ました、新たな評 価方法の検討 というところ ですが、国際 的に考えた ら、日本と国 際的に
違うところがあっ て、合わせて いこうという のは重々理解 しています し、当然なが ら導入
されるべきものか とは思います 。そういった 対策室を新し くつくられ るということ は重々
理解しているので すけれども、 その対策室が できてから、 どういった 分野というイ メージ
をつくっていかれ るのか。もう 既にある程度 のイメージ的 なものはで きているのか 。その
あたりの状況を教えていただけると助かります。
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○関野評価第一課 長

御質問を ありがとうご ざいます。ま だまだ新年 度の話でして 、今は

検討中ではござい ますが、とり あえずのイメ ージとして、 お話しでき ることを申し 上げた
いと思います。先 ほどの自ら評 価の案件にも ございました けれども、 例えば、アレ ルギー
に関係するような 分野ですと、 従来ですと、 化学物質です とか微生物 といった、も ともと
のリスクに係る起 因物質のよう な捉え方でリ スク評価を行 ってきたわ けであります が、ア
レルギーというの はむしろそう いった物質が ある中で、ヒ トの体で起 こり得る状態 に対し
て、どうアプロー チをしていく かということ で、これまで の評価方法 とは違うアプ ローチ
が必要かなという 部分もあるか と思います。 このあたりに 関して、海 外でも同じよ うな問
題意識のもとに取 り組みが結構 行われている ということが ございます ので、現時点 では、
そういった海外の 動向、検討状 況というもの を情報収集し まして、そ ういったもの がいか
に国内でのリスク 評価の具体的 な手法として 取り込むこと ができるか 、このあたり をこれ
から本格的に検討をしていくことになると思います。
加えて、新たな 国内でのハザ ードに対する 対処方法のほ かに、さま ざまな試験成 績ある
いは試験というも のを各種、農 薬、添加物を 初めとして、 ガイドライ ンで求めてい るわけ
ですが、そういっ たものに関し ても、できる だけコスト面 あるいは時 間的なコスト も含め
て軽減していくと いうことが、 全てのリスク 評価に関する 関係者にと ってハッピー な方向
だと思いますので 、そういった 点も含めて海 外の動向を見 ながら、今 、検討を重ね ている
といった状況でございます。

○川西座長

どうぞ。

○小出専門委員

今のと関連で はないのです けれども、食 品安全委員 会は実は食品 事業者

から見ると、もち ろんパブリッ クコメントと かそういうの は別ですけ れども、公式 に集め
られて話を聞いて もらったこと がないと。例 えば、この専 門調査会で 私が事業者と して、
鬼武さんもそうで すが、入って いますけれど も、食品事業 者を集めて 情報を組織的 に集め
るというようなことは、余り考えないのかというのをお聞きしたいです 。

○姫田事務局長

今のスタンス で申し上げる と、食品事業 者を集めてと いうことにな ると、

当然リスク管理機 関がきちんと やってくれる べきものと思 っておりま す。ですから 、食品
事業者の皆さん方 に対してのい わゆる私ども からの情報提 供というよ りは、間接的 なこと
になるかと思います。
一方で、食品関 連事業者とい うか、この専 門調査会その ものが私ど もはいわゆる ステー
クホルダーの委員 会だと思って おります。ほ かの専門調査 会は全部サ イエンティス トだけ
でやっております けれども、こ こはステーク ホルダーの皆 さん方が入 っていただい ている
ということで、ここで意見をお聞きするというのが一つかと思っており ます。
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さらに一方で、 食品関連事業 者の集まりで 私どもの委員 なり事務局 の職員に話を しろと
いうことであれば 、それは私ど もも是々非々 で対応してい こうという ことを考えて おりま
す。

○小出専門委員

明確なハザー ドの評価をす るというのは 、これは当 然、第一義的 には学

術の専門家であっ たり、あるい は行政がやる べきことだと 思いますけ れども、例え ば、フ
ードディフェンス にかかわるよ うなことは、 食品安全委員 会はこれは 関係ないよと いうこ
とであれば、それ は一つの考え 方ではありま すが、実際に 今、非常に 世間を騒がせ ている
異物の混入である とか、そういう もののリス クにも食品安 全委員会がか かわるのであ れば、
当然いろいろなリ スクを、何ら かのハザード があって、そ れを食卓ま で持ち込まな いため
の技術専門家はあ る意味で事業 者ですから、 そういうとこ ろの意見を 時々定期的に 聞くと
いうのは、あらゆ る食品安全委 員会の活動に とっても役に 立つのでは ないかという 思いが
あります。
先ほどアレルギ ーの話があっ て、中本専門 委員から私に とっても非 常に重要な発 言があ
りましたけれども 、例えば、恐 れ過ぎて恐れ るあまりに栄 養が摂れな いというよう なリス
クもあるよと。そ ういうことに 関しては、企 業にもある意 味では学術 専門家がいて 、企業
の自分たちの事業 運営の中でか なり突っ込ん だ議論なり経 験などを持 っていますか ら、ど
ういう形式でも結 構ですけれど も、事業者か ら少し話を聞 くというこ とを活動の中 で取り
入れていただきたいと思っております。

○川西座長

どうぞ。

○堀口専門委員

小出さんの言 われた事業者 向けとはなっ ていないの ですけれども 、６ペ

ージの一番下の２ の（１）です が、今年度ま でやっていた 連続講座。 これは消費者 を対象
にして食品安全委 員会は多分企 画をしている けれども、現 状としては 事業者がたく さん来
ていましたね、と いうのがあっ て、それはな ぜそういうこ とが起こっ たかというと 、小出
さんが今おっしゃ ったような、 食品安全委員 会から直接、 事業者を集 めたと言った ら変で
すけれども、そう いうようなも のがないから 、情報をとり に行こうか なと思ったと きに、
この連続講座に来ていたのではないかと私は思っています。
あえて別々にす るのがいいの かどうかはわ からないです けれども、 そういう意味 で読み
込み方としては、今年度 は「消費者が」と書い てあったので すが、来年度は「消費者 等に」
と書いてあるので、多分ここに入っているのではないかと思いました。

○姫田事務局長

一般的な情報 提供というこ とであれば、 私どもは別 にホームペー ジが消

費者向けというわ けでもなく 、Facebook でもな く、特にメ ールマガジ ンなどはでき れば企
業の方々にとって ほしいと思っ ておりますし 、季刊誌も全 ての情報提 供ということ であれ
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ば、それは企業向 けということ ではなくて、 全ての全方位 向けです。 ですから、特 別に消
費者に重点を置い てやっている わけでも何で もないという ことで御理 解をいただき たいと
思います。
一方で、リスク 評価そのもの について御意 見をいただく ということ であれば、リ スク管
理機関を経由して 御意見をいた だきたいと思 っております し、一方で 、当初の企業 がとい
うことであれば、 私どもは農薬 と動物用医薬 品については 、企業申請 ものについて は、ま
ず最初に企業から の意見を聞く のではなくて 、当方の質問 を１回だけ 出席してお話 いただ
くというようなことも始めております。
いずれにしても 、ただ一方で 、企業のリス ク評価に関す る意見を直 接聞くという のは、
そうすると全ての ステークホル ダーの意見を 聞いて、それ がリスク評 価に反映する べきも
のかどうかという こともござい ますので、そ こは一線を画 さざるを得 ないと考えて おりま
す。

○小出専門委員

情報を企業向 けに特に出し てほしいとい うことを言 っているわけ ではな

くて、企業といい ますか、食品 のフードチェ ーンにかかわ る事業者は それぞれ技術 的な専
門家ですから、時 にはそういう ところの意見 をじっくり聞 くというの が役に立つの ではな
いかという提言でございます。

○川西座長

この 運営計画（案 ）に何か修正 ということで はないです ね。一般的な 考え方

というところで。

○小出専門委員

事務局長のお 話を聞いて、 なかなか難し そうだなと いうのがわか りまし

た。別に表現は変 えなくてもい いです。少し ずつ実現して いるのだろ うなと思って います
ので、積極的にやっていただきたいということです。

○川西座長

ありがとうございます。

そのほかに、どうぞ。

○大瀧専門委員

今、情報提供 というお話が 出ていますの で一言です けれども、前 回、自

ら評価には該当し ないというこ とで少し議論 をされていた 酵素という 言葉ですが、 酵素と
いう言葉の使われ 方はとにかく めちゃくちゃ です。デパー トの宣伝販 売などで話を 聞いて
いますと本当のよ うに聞こえる のですけれど も、おかしな 話だなと首 を傾げたくな ること
が多いです。消費 者の健康志向 から購買意欲 促進のために 、次々に本 来の意味とは 違うよ
うな使われ方になってしまっていると思っています。
体の働きを助け たり、パワー のあるような もののイメー ジの意味で 使われている ようだ
と思いますけれど も、中にはビ タミンだった り、微生物だ ったり、酵 母だったり、 食物繊
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維だったり、ポリ フェノールだ ったり、抗酸 化力のある物 質だったり 、とにかく、 ありと
あらゆる体に作用するものを酵素と名を打って販売しているように思い ます。
酵素は生きてい るという言葉 でよく販売さ れているので すけれども 、これは生き ている
のではなくて含ん でいると解釈 をすれば、意 味が通じると 思うのです が、中小の食 品企業
の方で自社製品の 酵素活性をは かってほしい という分析依 頼があった りするのです が、よ
く聞いてみると機 能性成分の分 析だったり、 販売される方 も誤解され ている部分が 多いと
思います。
自ら評価の案件 に意見を出さ れた方は、お そらく、間違っ た使われた 方をしている から、
食品安全委員会に 正確なことを 情報提供して ほしいという ことなので はないかと私 は解釈
したのですけれど も、メールマ ガジンなどで お金も時間も かけない方 法でこの件に ついて
は情報提供するのもよいのではと思います。
以上です。

○川西座長

今の 議論と少し違 う個別の議論 なので、記録 にとどめて おくというこ とだけ

にさせていただければと思います。
それ以外にこの 運営計画とい うことについ ては、もう意 見が大体出 たようです。 それぞ
れ個別の意見は意 見として食品 安全委員会の ほうで考慮し ていただく として、この 運営計
画自体に関して、 先ほどの御意 見の中では、 ちょうど学術 団体との連 携について、 御発言
いただいた有路専 門委員とも少 し連絡をとっ て、そこにそ の意を入れ るという修文 をする
ということでよろしいですか。

○植木情報・勧告 広報課長

私 どものほうで 、修文も含め て検討する ということで いかが

でございましょうか。

○川西座長

わかりました。

○山本総務課長

事務局で検討 しまして、座 長と有路専門 委員にもお 聞きをした上 で対応

を決めたいと思います。

○川西座長

では 、それ以外は この形で、そ この部分は宿 題というこ とで、運営計 画その

ものの案文はこの まま、お認め いただいたと いうことにし たいと思い ます。その点 も含め
て、食品安全委員 会に対する報 告の体裁等に ついては、私 のほうに御 一任いただく という
ことでよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）
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○川西座長

では、そのような形で進めさせていただきます。

残りは「その 他」を除 いて、
（３）
「平成 26 年度食品安全 委員会緊急 時対応訓練結 果及び
平成 27 年度食品安全委員会緊急 時対応訓練 計画について」。これはま ず事務局から 説明を
お願いします。

○山本総務課長

それでは、資料３－１と３－２に基づき御説明します。

まず、３－１を おめくりいた だければと思 います。「平成 26 年度食 品安全委員会 緊急時
対応訓練実施結果報告書（案）」でございます。
１ページ目にあ る「はじめに 」のところは 、以前この調 査会でも御 議論をいただ きまし
た 26 年度の緊急時対応訓練の重 点課題を記 載しておりま す。課 題は２つあり まして 、１点
目が「関係府 省と連携し た迅速かつ確 実な初動対応 を実施するた めの組織能力 の強化」。２
つ目が「緊急時対応マニュアル等の実効性の向上」でございます。
２枚目からが 、実施状況 でございます 。１つ目 に、緊急時 対応手順研 修といたしま して、
昨年４月に人事異 動による転入 者等を対象に 、手順書に基 づく手順、 各課の主な役 割等に
ついて理解をしてもらうための研修を行っております。
次に、ホームペ ージ掲載研修 ということで 、５月～６月 にかけて、 担当以外の職 員であ
っても夜間休日等 、ホームペー ジで情報が立 ち上げられる ような研修 を実地で行っ ており
ます。
３つ目に、メデ ィア対応研修 でございまし て、目的は報 道関係者や 消費者に対し てわか
りやすく、かつ正 確に情報を提 供することで ございまして 、具体的に は３ページに ありま
すように、毎日新 聞編集委員の 小島さんに来 ていただきま して、記者 やメディアの 視点で
あるとか、記事は どうやってつ くられるか、 食安委に求め られること などについて 、基礎
的な講義をお願い しております 。その後で、 メール研修と いうことで 、ある課題に 対して
プレスリリース案 をつくり、そ の後、他の職 員が採点を行 うという研 修を行いまし た。11
月には、先に講演 をしていただ いた小島さん のほか、この 専門調査会 の中から河野 専門委
員、堀口専門委員に もお越しをい ただきまし て、講評等をい ただいたと ころでござい ます。
４ページに 、実践研修 がございます 。委員 及び事務局職 員を対象に 11 月に実施を してお
りますけれども、 ４つのグルー プをつくりま して、それぞ れある仮想 のシナリオに ついて
のプレスリリース 資料をつくり、その後、模擬 記者会見をす るという研 修でございま した。
小島さん、河野専 門委員、堀口 専門委員のほ か、新聞社、 テレビ局か ら一人ずつ記 者の方
にお越しいただき、質問等をしていただき、最後は講評をいただいたと ころです。
確認訓練につき ましては、12 月 25 日に丸 一日かけて、 消費者庁を 取りまとめと しなが
ら、食品安全委員 会、厚労省、 農水省の４省 庁で実施をし ました。５ ページの枠囲 みのと
ころがそのシナリ オでございま すが、今回の ハザードはシ アン化合物 でございまし て、工
場で製造されたサ ラダに汚染さ れていて被害 が報告される というもの で、厚労省発 で情報
が流れてくるとい うシナリオで ございまして 、シナリオ自 体が時々刻々 と内容が変化 をし、
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被害報告事例が広 がり、重篤患 者が死亡する といったよう な展開のも とでのシナリ オでご
ざいました。
前年度の訓練と 異なる点は、 今回は４省庁 でシナリオを 非提示で実 施をしたとい うこと
と、それから 、それぞれ の省庁で別々 に記者会見 をするのでは なくて、消費者庁に集 まり、
関係省庁も来て記者会見を行ったという点でございました。
６ページからが 検証でござい ます。各段階 の訓練ごとの 検証を見て いきますと、 まず、
研修の内容はおお むね適当であ るというのが どの段階でも 言われてお りまして、特 に最初
の手順検証、ホ ームページ掲 載研修につい ては、12 月の確 認訓練にお いてもおおむ ね適切
に実施をされたという評価がされております。
「（３）メディア対応研修」につ きましては、講師 の講義内容と、今 回はメディア 関係者
に加えまして、消 費者団体、ク ライシスコミ ュニケーショ ンの有識者 が参画いただ いたこ
とについては、多 様な視点から の講評・助言 をいただくこ とができた という意味で 高い評
価がされております。
一方、今後の改 善につながる 意見としては 、今まで従来 やってきた ような、訓練 が食品
安全委員会の役割 に対応した研 修になってい るかどうかと いう点では 、より食安委 に期待
される役割に今後 重点を置いて 訓練を行う時 期に来ている のではない かといったよ うな指
摘もございました 。具体的には 、限られた時 間の中でハザ ードの毒性 等について、 情報収
集整理をできるだ け精緻に行え るかどうかと いう評価機関 ならではの 力量を試され るよう
な訓練を強化すべきということが指摘されております。
７ページも同様の趣旨での意見が出ているということでございます。
「（４）確 認訓練」の ところでは 、全体的に は食安委にお きましては スムーズに流 れてい
ったという評価で あったと思い ますけれども 、他省庁との 連携の関係 で、合同記者 会見が
単独ではできない ような相乗的 な効果を上げ ていたのか、 あるいは８ ページになり ますけ
れども、他省庁で もシナリオは 非提示で行っ ておりますが 、うまくい ったのかとい った点
について、関係省庁とよく検討していきたいと思っております。
８ページ、
「ウ

事務局 内の情報共有 について 」が最も課 題として多 く指摘された 項目で

ございます。シナ リオが時々刻 々と動いてい る中で、情報 をいかに短 時間でわかり やすく
まとめるかという ところが、な かなか難しか ったというの がございま した。昨年も 問題点
が指摘されたので 、26 年度の訓 練ではそれだ けを見ればわ かるように ということで 電子掲
示板に特別のペー ジをつくって 、実際に運用 をされたわけ でございま すけれども、 それに
加えて、大量の情 報を誰かが常 に張りついて コンパクトに わかりやす くまとめる機 能を設
けないとなかなか機能しないという反省が出てきております。
「オ

訓練シナ リオについて 」につきまし ては、より難 しいケース も含めて訓練 をして

いくということと 、内部のスタ ッフだけで情 報を作成でき ないことも あるわけでご ざいま
して、今後は外部 専門家の知識 も活用できる ような備えが あったほう がよいという 御意見
も出ました。
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以上をまとめま したのが、10 ページでご ざいます。（１ ）としては 、今回の訓練 結果に
おいて明らかにな った課題、特 にリスク評価 機関としての 役割に即し た情報発信力 の強化
に留意をし、訓練 方法の改善を 行いつつ、今 後も継続的に 実施する必 要があると確 認され
たとしています。
訓練の体系とし ては、実務研 修と確認訓練 の２本立ての 研修を引き 続き同様の形 で実施
をする必要があるとしております。
２のところで、 助言内容や検 証結果から得 られた改善点 については 、手順書等に 的確に
反映させるということ。
３が、今後の 緊急時対応に 係る改善すべ き課題とし て、３つ上 げております 。
（１ ）がリ
スク評価機関とし て期待される 役割に鑑みた 訓練の強化。
（２）は、引 き続き関係省 庁と合
同で行うというこ と。
（３）は、その役割と も絡みますけ れども、記者会 見対応の見直 しや、
特に多くが問題と して挙げた情 報整理に関す るルールや役 割分担を検 討し、その結 果をマ
ニュアルに反映させるということを記載しております。
それを受けて、 資料３－２、 来年度の訓練 計画（案）に つきまして は、基本方針 として
は２つ目の段落に 書いてありま すように、前 年度までの訓 練の成果を 生かしつつ必 要な改
善を行った上で、引き 続き訓練を実 施するとして おります。
「２

重点課題」につき まして

は、26 年度と同様でご ざいますけ れども、組 織能力の強化 とマニュア ル等の実行性 の向上
の２つの課題を置 いております 。スケ ジュールにつ きましては 、４月か ら始めて 11 月まで
かけて、最後は確認訓練として関係省庁と合同で行っていくとしており 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す。

ただいまの報告 、訓練計 画、これに ついて何か 御質問、御 意見はござ いますでしょ うか。

○戸部専門委員

ありがとうご ざいました。 実施結果の検 証をすごく 細かくされて いて、

いいなと思ったの ですが、８ペ ージの「エ

情報提供資料 、問合せ対 応について」 の３つ

目のポツに、プレ スリリースを つくるのに厚 労省のプレス リリースか ら２時間遅れ て出て
きたということな のですが、ス ピードアップ が必要という 結果が得ら れているので すが、
これは何か理由と か、あるいは どれくらい短 くできるのか というあた り、その分析 はどう
なのでしょうか。

○植木情報・勧告 広報課長

御 説明いたしま す。プレスリ リースはホ ームページに 情報を

アップするという 作業ですけれ ども、今、食 品安全委員会 が使ってい ますホームペ ージは
非常に操作性が悪 いといいます か、大分古い ものでござい まして、本 当に下手する と１時
間とかがかかって しまいのすの で、とてもそ れでは職員の 負担も多い ですし、迅速 的な対
応ができないので 、ホームペー ジを動かして いる CMS というソフトを 新しくするこ ととし
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て、今、改善して ございまして 、今年度中に は改善される と思います ので、そうす れば、
もっと迅速にホー ムページに上 げられると。 これはハード 面での制約 でございまし て、そ
れは改善するように、今、措置をしている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。

ハード面以外には問題がないと。質問が悪かったかもしれません。

○植木情報・勧告 広報課長

ハ ード面以外で の問題につい ても、なく なるように頑 張りた

いと思います。

○川西座長

失礼しました。

ほかに何かございますか。どうぞ。

○田﨑専門委員

７ページの「 ウ

実践研修 について」の ２ポツ目で 、小島編集委 員から

プレスリリースの 内容が、食品 安全委員会が 本来すべきプ レスリリー スの内容と異 なって
いる旨の御意見が 書いてありま すけれども、 実際にリスク 管理部門で はプレスリリ ースを
しているわけで、 そこら辺の違 いといいます か、食品安全 委員会から プレスリリー スする
べき内容につきま しては具体的 にもし、今後 の方向性等が わかってい たら教えてい ただけ
ればと思います。いかがでしょうか。

○植木情報・勧告 広報課長

ど うしてもマス コミの方とか 一般の方は 、危機が起こ った場

合に被害の状況と か、実際にど ういう規制を しているのか ということ を知りたいと いうこ
とで、そういう質 問が多いので すけれども、 他方、今お話 にあったよ うに、そうい うこと
はリスク管理機関のほうで取り組んでいるわけでございます。
それでは、リス ク評価機関と しては何をす べきかという ことですけ れども、一昨 年、マ
ラチオンの事件が あった場合に は、マラチオ ンはどういう ものなのか ということが なかな
かわからなかった ので、私ども のほうではマ ラチオンとは どういうも のかというこ とを海
外の文献も含めて 、簡潔に整理 してホームペ ージに掲載し たことがご ざいました。 そうい
う意味で、私ども はハザードに 関して、それ はどういうも のなのか、 どういう毒性 がある
のかということを きちんと迅速 に調べて提供 するというこ とが一つの 役目なのかな と思っ
てございまして、 そういう点を もう少し重点 化すべきでは ないかとい うのが、ここ の言っ
ているところでございます。

○田﨑専門委員

○川西座長

ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。
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それでは、大体 質問が出たか と思いますの で、この報告 書（案）と 計画（案）に ついて
は、特に変更はないということにさせていただければと思いますが、い かがでしょ うか。
それでは、本件 につきまして も、食品安全 委員会への報 告の体裁等 については、 私のほ
うに御一任いただくということにしたいと思いますが、よろしいでしょ うか。

（「はい」と声あり）

○川西座長

では、そのような形で進めさせていただきます。

（４）
「そ の他」であ りますけれ ども、事務 局のほうから 何かその他 はございます でしょ
うか。

○山本総務課長

○川西座長

ございません。

それ では、以上に より、本日の 議事は全て終 了いたしま した。委員の 皆様方

から、何かその他というのはございませんね。
それでは、次回の日程についてはどのようになっておりますでしょう か。

○山本総務課長

次回でござい ますが、５月 14 日木曜日を予 定しておりま す。現在、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 プで議論を していただい ており
ますけれども、そ れを受け、リ スクコミュニ ケーションの あり方に関 する報告書に ついて
御審議をいただく予定です。

○川西座長

それ では、以上 をもちまして 、本日第 13 回「企 画等専門調査 会」を閉 会いた

します。
迅速な議事進行に御協力をいただきまして、まことにありがとうござ います。
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