食品安全委員会第587回会合議事録

１．日時

平成27年12月８日（火）

２．場所

大会議室

14：00～15：27

３．議事
（１）農薬専門調査会における審議結果について
・「チフルザミド」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集につい て
・「ホセチル」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について
・「レピメクチン」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集につい て
（２）動物用医薬品専門調査会における審議結果について
・「動物用ワクチン に添加剤とし て使用され る成分」に関 する審議結果 の報告に
ついて
（３）遺伝子組換え食品等専門調査会における審議結果について
・「THR-No.2株を利 用して生産さ れたL-トレ オニン」に関 する審議結果 の報告と
意見・情報の募集について
（４）食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について
・添加物「 Aspergil lus ory zae NZ YM-SP株を用 いて生産され たアスパラギ ナーゼ」
に係る食品健康影響評価について
・プリオン「スイ ス及びリヒテ ンシュタイン から輸入され る牛肉及び牛 の内臓」
に係る食品健康影響評価について
（５）いわゆる「健 康食品」に関 する検討ワー キンググル ープにおける 審議結果の報 告
について
（６）平成28年度食品安全モニターの募集について
（７）食品安全関係情報（10月30日～11月19日収集分）について
（８）その他

４．出席者
（委員）
佐藤委員長、山添委員、熊谷委員、吉田委員、石井委員、堀口委員、村 田委員
（事務局）
姫田事務局長、東條事務局次長、小森総務課長、関野評価第一課長、
鋤柄評価第二課長、植木情報・勧告広報課長、池田評価情報分析官、
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木下リスクコミュニケーション官、髙﨑評価調整官

５．配付資料
資料１－１

農薬専門調査会における審議結果について＜チフルザミド＞

資料１－２

農薬専門調査会における審議結果について＜ホセチル＞

資料１－３

農薬専門調査会における審議結果について＜レピメクチン＞

資料２

動物 用ワクチンに 添加剤として 使用される成 分に係る食 品健康影響評 価
に関する審議結果について

資料３

遺伝 子組換え食品 等専門調査会 における審議 結果につい て＜THR-No.2 株
を利用して生産されたL-トレオニン＞

資料４ －１

添加物 に係 る食品 健康 影響評 価に 関する 審議結 果に ついて ＜
Aspergillus oryzae NZYM-SP株を用いて生産されたアスパラギナーゼ＞

資料４－２

スイ ス及びリヒテ ンシュタイン から輸入され る牛肉及び 牛の内臓に係 る
食品健康影響評価に関する審議結果について

資料５－１

いわゆる「健康食品」に関する報告書（案）

資料５－２

いわゆる「健康食品」に関するメッセージ（案）

資料５－３

委員長・座長から国民の皆様へ（案）

資料６

平成28年度食品安全モニターの募集について

資料７－１

食品安全関係情報（10月30日～11月19日収集分）について

資料７－２

食品安全委員会が収集したハザードに関する主な情報

６．議事内容
○佐藤委員長

ただ今から第587回「食品安全委員会」会合を開催いたします。

本日は７名の委員が御出席です。
それでは、お手 元にございま す食品安全委 員会議事次第 に従いまし て、本日の議 事を進
めたいと思います。
まず、資料の確認を事務局からお願いいたします。

○小森総務課長

それでは、資 料の確認をさ せていただき ます。本日 の資料は13点 ござい

ます。
資料１－１から １－３が、い ずれも同じ資 料名で「農薬 専門調査会 における審議 結果に
ついて」。
資料２が「動物 用ワクチンに 添加剤として 使用される成 分に係る食 品健康影響評 価に関
する審議結果について」。
資料３が「遺伝子組換え食品等専門調査会における審議結果について 」。
資料４－１が「添加物に係る食品健康影響評価に関する審議結果につ いて」。
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資料４－２が「 スイス及びリ ヒテンシュタ インから輸入 される牛肉 及び牛の内臓 に係る
食品健康影響評価に関する審議結果について」。
資料５－１が「いわゆる『健康食品』に関する報告書（案）」。
資料５－２が「いわゆる『健康食品』に関するメッセージ（案）」。
資料５－３が「委員長・座長から国民の皆様へ（案）」。
資料６が「平成28年度食品安全モニターの募集について」。
資料７－１が「食品安全関係情報（10月30日～11月19日収集分）につ いて」。
その関連資料と して資料７－ ２が「食品安 全委員会が収 集したハザ ードに関する 主な情
報」でございます。
不足の資料等ございませんでしょうか。

○佐藤委員長

よろしいでしょうか。

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。

○小森総務課長

事務局におい て、平成27年 ７月１日の委 員会資料１ の確認書を確 認しま

したところ、本日 の議事につい て同委員会決 定に規定する 事項に該当 する委員はい らっし
ゃいません。

○佐藤委員長

ありがとうございます。

確認書の記載事 項に変更はな く、ただ今の 事務局からの 報告のとお りでよろしい でしょ
うか。

（「はい」と声あり）

（１）農薬専門調査会における審議結果について
○佐藤委員長

それでは、議事に入ります。

「農薬専門調査会における審議結果について」です。
専門調査会から３件の意見・情報募集のための評価書（案）が提出さ れています 。
まず、担当の吉田委員から説明をお願いいたします。

○吉田委員

それでは、概要について御説明申し上げます。

まず、資料１－ １を御覧くだ さい。農薬「 チフルザミド 」第２版で ございます。 詳細は
担当の関野課長から御説明していただきますけれども、冒頭のみ説明を 申し上げま す。
要約、７ページでございます。
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酸アミド系殺菌 剤「チフルザ ミド」につい て、新たに作 物残留試験 が提出されま したの
で、今般、急性参照用量（ARfD）も含め、評価をいたしました。
対象とする物質は、チフルザミド（親化合物のみ）でございます。
急性参照用量（A RfD）でござ いますが、こ れにつきまし ては、43ペ ージ、表40に 単回投
与によって起き得 ると考えられ る毒性の一覧 がまとめられ ております 。これに基づ き、単
回投与により生ず る可能性のあ る毒性影響に 対する無毒性 量の最小値 は、ラット及 びウサ
ギを用いた発生毒 性試験の体重 減少をエンド ポイントとい たしまして 、25 mg／kg 体重で
ありましたことか ら、これを根 拠といたしま して、安全係 数100で除し まして、0.25 mg／
kg 体重を急性参照用量と設定いたしました。ADIについては、設定はご ざいません 。
続きまして、資 料１－２を御 覧ください。 農薬「ホセチ ル」でござ います。こち らは初
版になりますが、実際に日本で登録されましたのは1983年と約30年前に なります。
有機リン系の殺 菌剤でござい ます。有機リ ン系の殺虫剤 ではなくて 、中身といた しまし
ては、非常に毒性 としては有機 リンとしての コリンエステ ラーゼの阻 害というもの は余り
認められません。こ ちらのホセチ ルにつきま して、食品健康 影響評価を 実施いたしま した。
要約は、６ページに記載されております。
認められました主な毒性は、膀胱及び精巣です。精巣はイヌのみでご ざいます。
また、この膀胱 に炎症等が認 められました 。恐らく慢性 刺激と考え られますが、 ラット
を用いました２年 間の発がん性 試験におきま して、膀胱の 移行上皮系 の腫瘍が認め られま
した。しかし、本 剤につきまし ては、遺伝毒 性が陰性であ りますこと から、この機 序は遺
伝毒性によるもの とは考えがた く、評価に当 たり閾値を設 定することは 可能であると して、
ADIの設定は可能であると判断をされたものです。
繁殖に対する影響、催奇形性等は、認められておりません。
評価対象物質で すけれども、 ホセチル及び 亜リン酸が評 価対象物質 として設定さ れまし
た。
まず、一日摂取 許容量でござ いますけれど も、ラットを 用いました ２年間の発が ん性試
験で得られました 無毒性量、こ れは膀胱の炎 症などをエン ドポイント としておりま すが、
その88 mg／k g 体重／日 を根拠に、これを安全係 数100で除し まして、0 .88を一日摂 取許容
量といたしました。
また、急性参照 用量でござい ますけれども 、こちらはラ ットを用い ました発生毒 性試験
で認められた1,000 mgが無毒性 量でした。し かし、この値 というのは 、カットオフ 値であ
る500 mg／kg 体重を超え ることから 、急性参 照用量を設定 する必要は 本剤について はない
という御判断をいただきました。
ADIに関する一覧 表は、40ページの 表41に、急性参照 用量に関す るまとめは、表42 にまと
められております。
続きまして、３ 剤目、資料１ －３を御覧く ださい。農薬 評価書「レ ピメクチン」 第４版
でございます。
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要約は、８ページに記載されております。
16員環マクロラ イド骨格を有 する殺虫剤で ございます。 今回、新た に作物残留試 験が提
出されましたこと から、これに ついて追記す るとともに、 急性参照用 量について設 定をい
たしました。
評価対象物質は、レピメクチン（親化合物のみ）でございます。
ADIの設定の変更はございません。
急性参照用量で すけれども、 こちらは60ペ ージの表50に 記載されて おります。こ ちらの
エンドポイントで ございますけ れども、薬理 試験で認めら れました臨 床症状でござ います
ね。こちらの変化 をもとに、無 毒性量を200 といたしまし て、これを安 全係数100で 除しま
して、2 mg／kg 体重を急性参照用量といたしました。
この16員環マク ロライド骨格 を有する農薬 には、非常に 神経毒性が 強いものが多 いので
すが、本剤はこれ らに比べると 、神経毒性は どうも弱いと いうような 評価結果にな ってお
ります。
以上です。

○関野評価第一課 長

それでは、事務局から 追加の説明を させていただ きます。引き 続き、

資料１－１から資料１－３を御用意ください。
まず１つ目、チフルザミドに関しまして、資料１－１を御覧ください 。
本剤は第２版と いうことで、 先ほど説明が ございました が、その経 緯を示したペ ージが
３ページになりま す。３ページ 中ほどから下 、第２版とい うところが 今回の評価書 の審議
の部分でございま すが、ばれい しょ、てんさ い等の適用拡 大に関する 要請事項説明 を本年
８月18日に受けまして、その後、評価第一部会を中心に審議を行ってま いりました 。
本剤は第２版と いうことで、 追加のところ の関連のペー ジだけの御 紹介にとどめ たいと
思います。まず、 作物残留試験 が追加されて おります。24 ページの下 、６．「（１ ）作物
残留試験」がござ います。２行 目、３行目に ございますが 、可食部で の散布28日後 の玄米
での0.48 mg／kg、 そして、非可 食部での散 布21日後の稲 わらでの17.3 mg／kg、こ れが今
回追加された残留 試験の結果に 基づきまして 、初版から変 更されている 部分でござい ます。
そして、食品健 康影響評価の ところに急性 参照用量を定 めた部分が ございます。3 9ペー
ジからになります。
39ページの下か ら２行目から 次のページに かけまして、 急性参照用 量に関する記 述をま
とめてございます 。その結果の 値としては、 40ページ、AR fDというと ころで整理を してお
りまして、先ほど吉田 委員から説明 のあったとお りでございま す。ADIについて は、初版か
ら変更ございません。
本剤については以上でございます。
次に、ホセチルに関しまして、資料１－２を御用意ください。
本剤の審議の経 過をまず御紹 介します。３ ページの上か らになりま すが、2005年1 1月に
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残留農薬基準の告 示の中に含ま れておりまし て、評価要請 といたしまし ては、2010年1 1月、
第356回の本委員会 におきまして 説明を受け ております 。その後 、評価 第四部会で審 議を行
ってきたものになります。
本剤の概要に関 しましては、 ７ページのと ころから始ま ってござい ます。殺菌剤 でござ
いまして、構造式 等につきまし ては、御覧の とおり、有機 リン系の殺 菌剤というこ とでご
ざいます。
若干補足という 意味では、次 の動物体内運 命試験の結果 のところを 触れたいと思 います
が、８ページから になります。 まず、吸収率 について記載 がございま して、「①吸 収」の
ところで、８割以上の吸収率を示しております。
１枚めくってい ただきまして 、９ページ「 ④排泄」とい うところが ございますが 、表２
を御覧いただきま すと、それぞ れの時間の経 過とともに、 尿、糞、呼 気といったと ころの
数字が示されてご ざいますが、 主に、短い時 間ですと呼気 、時間が長 くなるにつれ 、尿あ
るいは呼気といったところの値が大きくなっていることが御覧いただけ るかと思い ます。
次に、1 0ページ にＴ ma x 、Ｔ 1 ／ 2 等の記 載がご ざいます 。表３ を御覧 いただけ ればと 思い
ます。
代謝のまとめと しましては、1 2ページの下 ほど３行に書 いてござい ますが、投与 された
ホセチルはエタノ ールと亜リン 酸に分解され る。エタノー ルは二酸化 炭素となり、 呼気か
ら排泄される。このあたりがまとめでございます。
次に、作物残留 試験の結果の ところを御説 明します。19 ページ、一 番下、２行目 から始
まっておりまして 、次のページ にまたがって おりますけれ ども、20ペ ージの上から ２行目
のところでござい ます。ホセチ ルと亜リン酸 、合計の最大 値というこ とで示してご ざいま
すが、散布３日 後に収穫した きゅうりの値 でございま す。80.1 mg／kg ということで ござい
ます。
これにつきまし ては、後ろの 表を後で必要 があれば御覧 いただけれ ばと思います が、こ
の合計ということ でございます が、そのほと んどが亜リン 酸というこ とでの検出で ござい
ます。
それから、先ほど 吉田委員から 説明のあり ましたADIとAR fDに関する 試験の記載の ページ
を御紹介したいと思います。
まず、29ページ の下から３行 目にあります ラットの２年 間発がん性 試験、結果に つきま
しては30ページに 記載がござい ますが 、ここで得ら れました無毒 性量に基づき まして 、ADI
が設定されてございます。
そして、ARfDに 関しましては 、45ページの 表42にまとめ てございま す。先ほどこ れも御
説明がございましたので、省略をいたします。45ページがその該当箇所 でございま す。
そして、食品健 康影響評価が3 7ページとい うことで、前 に戻ってい ただければと 思いま
す。ちょうど中ほどで すが、暴露評価対 象物質をホセ チルと亜リン 酸と設定した 上で、ADI
が設定され、ARfD に関しては設 定の必要なし ということで 、先ほど説 明のあったと おりで
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ございます。
本剤については以上でございます。
次に、最後、レ ピメクチンに ついて御説明 をいたします 。資料１－ ３をお願いい たしま
す。本剤は、第４版ということになります。
その経緯につい て、４ページ をお開きくだ さい。第４版 関係と書い てございます ところ
からですが、今回 に関しまして は、すいか、 たまねぎ等の 適用拡大に 係る評価要請 という
ことで、本年８月 に本委員会で 説明を受けて ございます。 その後、評 価第二部会で 審議を
行ってきたものになります。
本剤も重版物で ございますの で、記載の追 加された試験 に係る部分 の御紹介にと どめた
いと思っております。
まず、作物残留 試験が追加さ れておりまし て、その関連 が40ページ の冒頭からに なりま
すが、「（１）作 物残留試験」 のところが追 加された該当 箇所になり ますけれども 、記載
自体は最大値を含めて変更ございませんでしたので、記載に関する変更 はございま せん。
１枚めくってい ただいて、41 ページに「７ ．一般薬理試 験」がござ いまして、こ こで、
先ほど吉田委員か ら説明があり ましたとおり 、一般薬理試 験の一般状 態の試験成績 で得ら
れました 最大 無毒性 量であ りま す200 mg ／kg 体重がA RfDの 設定根 拠にな って いると いう
ことでございます。
食品健康影響評 価が56ページ から始まって おります。こ れに関しま しても、ARfD に関す
る記載を含めまし て追記をする 形で、今回、第 ４版ができて いるという ことでござい ます。
今、御説明申し 上げました３ つの剤に関し まして、調査 会での審議 が終わりまし た結果
でございますので 、この後、本 日御了解いた だければ、明 日12月９日 から30日間、 国民か
らの意見・情報の 募集を求め、 その意見をま とめた上で、 改めて御報 告をしたいと 考えて
いるものでございます。
以上でございます。

○佐藤委員長

ありがとうございました。

ただ今の説明の 内容あるいは 記載事項につ いて、御意見 、御質問が ございました ら、お
願いいたします。
村田委員、どうぞ。

○村田委員

１点 、ホセチルで 教えてほしい のですけれど も、このも のは暴露評価 対象物

質がホセチル及び 亜リン酸とい うことで、先 ほどの残留試 験を見ても 、ほとんど亜 リン酸
ということだった と思うのです 。このA DIはホセチル で設定され ていますけれ ども、この辺
は、要するにそれ全体で安全性を見ているというふうに考えてよろしい のでしょう か。

○佐藤委員長

課長、どうぞ。
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○関野評価第一課 長

今、御指 摘のところは 、37ページを 御覧いただ くことになる と思い

ますが、今回、暴 露評価対象物 質が２つとい うことで、ホ セチルと亜 リン酸という 形にな
っています。これ は、原体が分 解されますと 亜リン酸が出 てくるとい うことで、そ の部分
が残留する度合い が多いという ことで並べて ございますが 、本剤に限 らずこれまで も暴露
評価対象物質が複 数になること はたまにござ いまして、そ の場合、こ こで申し上げ たいの
は、食品安全委員 会としての評 価に当たって は、厚生労働 省から提出 された試験に 基づけ
ば、暴露評価対象 物質として判 断できたのが ホセチルと亜 リン酸だと いうことがま ず分か
ったということで 、それをメッ セージとして リスク管理機 関に伝える ということが まず１
つでございます。
これを受けまし て、ADI あるいはARfD の値も含めて でございま すけれども 、厚生労 働省の
方で基準設定に当 たりまして、 何を規制対象 物質にするか ということ は、毒性学的 な観点
のみならず、モニ タリングのし やすさですと か残留の度合 いを含めて 総合的に勘案 して決
められると思いま すので、現段 階では、この 評価結果を受 けまして厚 生労働省がど う考え
るかといったところにならざるを得ないと思っております。

○村田委員

○佐藤委員長

分かりました。ありがとうございます。

よろしいですか。

吉田委員、何か御追加はよろしいですか。

○吉田委員

○佐藤委員長

特にございません。ありがとうございます。

他 に何か御質問 あるいは御意 見があれば伺 いたいと思 いますが、特 にござ

いませんか。
それでは、本件 については、 意見・情報の 募集の手続に 入ることと し、得られた 意見・
情報の整理、回答 案の作成及び 評価書（案） への反映を、 農薬専門調 査会に依頼す ること
としたいと思います。

（２）動物用医薬品専門調査会における審議結果について
○佐藤委員長

次の議事に移ります。

「動物用医薬品専門調査会における審議結果について」です。
本件については 、農林水産省 から、動物用 ワクチンの添 加剤として 使用される成 分につ
いて評価要請があり、個々の成分について食品健康影響評価を行ったも のです。
今般、本件について専門調査会における審議結果が提出されています 。
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それでは、担当の山添委員から説明をお願いいたします。

○山添委員

それでは、資料２を御用意ください。資料２に沿って説明いたします 。

本年６月に、農 林水産省から 評価要請があ りました動物 用ワクチン に添加剤とし て使用
される成分の食品 健康影響評価 については、 動物用医薬品 専門調査会 で成分ごとに 審議が
行われております 。今般、２成 分について確 認が終わりま したので、 評価結果を報 告いた
します。なお、評 価に当たって は、医学辞典 、動物用生物 由来原料基 準、動物用生 物学的
製剤基準等を参考といたしました。
資料２におきま しては、別紙 にまとめてお ります評価の 考え方をも とに、今般２ 成分に
ついて評価いたし ました。２つ ございまして 、１つ目が牛 血清、もう １つが動物由 来タン
パク質分解物であります。
資料１枚目の記 １．及び２． に記載してい るように、原 料基準が遵 守され、製剤 の製造
工程で規定される 各種試験に適 合することを 前提に、いず れも動物用 ワクチンの添 加剤と
して使用される限りにおいて、人への健康影響は無視できると結論して おります。
説明は以上です。

○佐藤委員長

ありがとうございます。

ただ今の説明の 内容あるいは 記載事項につ いて、御意見 、御質問が ありましたら 、お願
いいたします。特にございませんか。
それでは、これ ら２成分につ いては、資料 ２の動物用医 薬品専門調 査会における ものと
同じ結論、すなわ ち動物用ワク チンの添加剤 として使用さ れる限りに おいて、人へ の健康
影響は無視できると考えられるということでよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○佐藤委員長

た だ今の結論を もとに考えま すと、本件に ついては、 食品安全基本 法第11

条第１項第２号の 「人の健康に 及ぼす悪影響 の内容及び程 度が明らか であるとき」 に該当
するものと認めら れるとともに 、同規定に関 するこれまで の取り扱い と同様に、意 見・情
報の募集手続は行わないこととしてよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○佐藤委員長

ありがとうございます。

それでは、事務局は手続をお願いいたします。
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（３）遺伝子組換え食品等専門調査会における審議結果について
○佐藤委員長

次の議事に移ります。

「遺伝子組換え食品等専門調査会における審議結果について」です。
本件については 、専門調査会 から意見・情 報の募集のた めの評価書 （案）が提出 されて
います。
まず、担当の山添委員から説明をお願いいたします

○山添委員

資 料 ３ の ２ ペ ー ジ の 要 約 を お あ け い た だけ ま す で し ょ う か 。 飼 料 添 加 物

「THR-No.2株を利 用して生産さ れたL-トレオ ニン」につい て、資料３ をもとに説明 いたし
ます。
本飼料添加物は 、L-トレオニ ンの生産性を 高めるために 、大腸菌 Esch erichia coli K-12
株由来の突然変異 株を宿主とし て、L-トレオ ニン生合成に 関与する遺 伝子及び糖の 資化に
関与する遺伝子の 導入、プロモ ーターの挿入 並びにL-トレ オニン生合 成に関与する 遺伝子
の欠失導入を行ったTHR-No.2株を利用して生産されたL-トレオニンです 。
本飼料添加物は、飼料添加物成 分規格収載 書の成分規格 を満たしてお ります。また、HPLC、
高速液体クロマト 分析の結果、従 来品に検出 されていなか った不純物が 検出されまし たが、
極めて微量であり 、国内で既に 流通している 流通品に含ま れる量より も少なかった ことか
ら、安全上の問題はないと考えられました。
したがいまして 、従来から生 産されている L-トレオニン と比較して 、既存の非有 効成分
の含有量が安全上 問題となる程 度にまで有意 に増加してお らず、かつ 有害性が示唆 される
新たな非有効成分を含有していないと考えられました。
本飼料添加物に ついては、「 遺伝子組換え 飼料及び飼料 添加物の安 全性評価の考 え方」
に基づき、「遺伝 子組換え微生 物を利用して 製造された添 加物のうち 、アミノ酸等 の最終
産物が高度に精製 された非タン パク質性添加 物の安全性評 価の考え方 」に準みて評 価した
結果、当該飼料添 加物を摂取し た家畜に由来 する畜産物の 安全上の問 題はないもの と判断
いたしました。
詳細については、事務局からお願いいたします。

○池田評価情報分析官

それでは、補足させていただきます。

評価書の３ペー ジに概要がご ざいますけれ ども、概要に ついては、 今、御説明の ありま
したとおりでございます。
用途は、飼料の有効成分の補給ということでございます。
先ほどもござい ましたが、飼 料添加物とし て、L-トレオ ニンについ ては成分規格 が定め
られているものでございます。
「Ⅱ．食品健康 影響評価」を 御覧いただき ますと、１． に、本飼料 添加物が高度 に精製
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されていて、成分規格を満たすものであるということが記載されており ます。
２．にございま すように、従 来品に存在す る不純物の量 が、従来品 の含有量の実 測値の
最大値よりも低か ったというこ とが書かれて おります。従 来品に存在 しない不純物 につい
ては、先ほど御説明 がありました とおりでご ざいまして、こ ういった評 価を踏まえま して、
既存の非有効成分 の含有量が安 全上問題とな る程度にまで 増加してい ない、それか ら、有
害性が示唆される新たな非有効成分を含有していないという評価になっ ております 。
以上を踏まえました結論につきましては、先ほど御説明があったとお りでござい ます。
本品につきまし ては、よろし ければ、明日 から１月７日 までの30日 間、意見・情 報の募
集を行いたいと考えております。
説明は以上でございます。

○佐藤委員長

ありがとうございました。

ただ今の説明の 内容あるいは 記載事項につ いて、御意見 、御質問が ありましたら 、お願
いいたします。特にございませんか。
それでは、本件 については、 意見・情報の 募集手続に入 ることとし 、得られた意 見・情
報の整理、回答案 の作成及び評 価書（案）へ の反映を遺伝 子組換え食 品等専門調査 会に依
頼することといたしたいと思います。

（４）食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について
○佐藤委員長

それでは、次の議事に移ります。

「食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について」です 。
添加物１品目、プリオン１案件に関する食品健康影響評価についてで す。
まず、添加物１ 品目に関する 食品健康影響 評価について 、専門調査 会における審 議、意
見・情報募集の手続が終了しております。
それでは、事務局から説明してください。

○池田評価情報分 析官

それで は、資料４－ １をお願いい たします。 加工助剤とし て用い

ます添加物 Aspergi llus oryzae NZYM-SP株を 用いて生産さ れたアスパ ラギナーゼで ござい
ます。
本件につきまし ては、３枚目 の裏に審議の 経緯がござい ますけれど も、先般10月1 3日の
委員会で報告をいたしまして、11月12日まで意見・情報の募集を行いま した。
本品は、アクリ ルアミド生成 の起因となり ますアスパラ ギンを分解 する作用があ りまし
て、食品加工のと きに添加する ことによって アクリルアミ ドの生成を 低減できると いうも
のでございます。
12ページをお開 きいただきま すと、本品の 生産菌株は組 換えDNA技術 を応用したも のにな
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ってございますけ れども、この 技術を用いる ことによる評 価、食品健 康影響評価に つきま
しては、別途審議 しておりまし て、人の健康 を損なうおそ れはないと いう判断にな ってお
りまして、こちらの評価結果につきましては、本年９月に通知済みでご ざいます。
添加物としての評価につきましては、20ページから記載されておりま す。
本品は酵素でご ざいますので 、「添加物に 関する食品健 康影響評価 指針」に基づ きまし
て、酵素が消化管 内で分解して 常在成分にな ることが科学 的に明らか であるかどう かとい
う判断がされまし て、これに該 当するという ことで、指針 に基づいた 資料によって 検討が
行われております。
結果としまして 、遺伝毒性、 反復投与毒性 の懸念はない ということ と、アレルゲ ン性の
懸念は極めて低い という判断に なっておりま して、また、 ラットを用 いた13週間反 復経口
投与毒性試験から 得られたNOAEL と、推定一日 摂取量を比較 しまして得 られる安全マ ージン
が十分であるとい うことで、添 加物として適 切に使用され る場合、安 全性に懸念が ないと
考えられ、ADIを特定する必要はないという判断になってございます。
意見・情報の募 集結果でござ いますが、最 後から３枚目 、右肩に「 参考」とある ページ
に御意見がございます。１通の御意見をいただいております。
内容を御紹介さ せていただき ますと、１． 「食品常在成 分と同一物 質になること 」に関
する議論を深める 必要があると いうことで 、これについ て（１）と（２ ）がございま すが、
まず（１）酵素が 「食品常在成 分と同一物質 になること」 について、 科学的に明確 な定義
づけと、その証明に必要な資料を検討すべきといった趣旨の御意見でご ざいます。
こちらにつきま して、酵素の 安全性評価に ついては、先 ほども申し 上げました指 針に基
づいて行われてお りまして、「 酵素が消化管 内で分解して 食品常在成 分になること が科学
的に明らかである 場合」、これ は平成８年の 厚生省ガイド ラインの表 ２の事項につ いて検
討の上判断すると なっておりま す。このこと が、添加物と して指定要 請する方々に もお示
しされているということを説明しております。
今回、その対象 としましたア スパラギナー ゼについては 、評価指針 に基づきまし て、人
工消化液による分 解性が確認さ れたことなど から、これに 該当すると いう判断がさ れてい
るという説明をしております。
なお書きといた しまして、現 在、酵素を含 めました加工 助剤の評価 方法や必要な 資料に
ついて、より明確 化するという ことで検討を しているとこ ろだという ことを書き添 えてお
ります。
それから、（２ ）現在の分析 技術の到達点 を考慮すれば 、別の分析 手法の併用に より、
今回の評価書（案 ）の内容以上 の詳細な検証 も可能ではな いでしょう かということ で、中
段あたりに、食経 験のないペプ チドが体内に 吸収される可 能性は排除 できないとい ったよ
うなことも御意見としていただいております。
回答でございま すけれども、 評価指針が引 用する平成８ 年のガイド ラインにおい ては、
酵素が食品常在成 分になること が科学的に明 らかである場 合を判断す る際に検討す るとさ
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れている事項とし て御指摘があ ったことに加 えて、「食品 内又は消化 管内での分解 に関わ
る主要な因子が明 らかであるこ と」などが挙 げられており ますが、専 門調査会では 、それ
らの知見を踏まえ、該当性を判断したということを御説明しているとこ ろでござい ます。
３ページ目に参 りまして、ラ ットを用いた 13週間経口投 与試験の評 価についての 御指摘
でございます。評 価書（案）に 、10 mL／kg 体重／日投与 群の雌にお きまして、肺 胞マク
ロファージの顕著 な増加が認め られたという 記載がござい まして、こ れが同じ評価 書内の
20ページにある「 発現頻度は背 景データの範 囲内である」 といった記 載と矛盾する のでは
ないかといった御意見でございます。
回答でございま すけれども、 御指摘のあっ た「肺胞マク ロファージ の顕著な増加 」とい
うものが見られた ラットの割合 が40％という ことで、見ら れた割合が 背景データの 範囲内
であったということを御説明しているところでございます。
回答は以上でございます。
それと、最後の ページに幾つ か、パブコメ を行った際の 評価書から 変更をさせて いただ
きたい点がござい ます。正確に 修正をする、 余分な記載を 取る、記載 方法の整合を とると
いう観点での修正になってございます。御確認をお願いしたいと思いま す。
本件につきまし ては、この回 答でよろしけ れば、評価書 修正を行っ た上で、専門 調査会
の結論をもちまして関係機関に通知をしたいと考えております。
説明は以上でございます。

○佐藤委員長

ありがとうございました。

ただ今の説明の 内容あるいは 記載事項につ いて、御意見 、御質問が ございました ら、お
願いいたします。特にございませんか。
それでは、本件 につきまして は、添加物専 門調査会にお けるものと 同じ結論、と いって
も 若 干 の 修 正 が あ っ た 訳 で す け れ ど も 、 そ れ を 含 め て 、 す な わ ち A spergillus o ryzae
NZYM-SP株を用いて 生産されたア スパラギナ ーゼについて は、添加物と して適切に使 用され
る場合、安全性に 懸念はないと 考えられ、一 日摂取許容量 を特定する 必要はないと いうこ
とでよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○佐藤委員長

ありがとうございます。

次に、プリオン１件に関する食品健康影響評価でございます。
本件については 、専門調査会 における審議 、意見・情報 の募集の手 続が終了して おりま
す。
それでは、事務局から説明をお願いいたします。
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○鋤柄評価第二課 長

資料４－ ２をお願いい たします。ス イス及びリ ヒテンシュタ インか

ら輸入される牛肉及び牛の内臓に係る食品健康影響評価でございます。
まず、２ページ をお願いしま す。審議の経 緯でございま すが、10月2 7日の食品安 全委員
会に御報告させて いただいた後 、28日から11 月26日までの 間、国民か ら意見・情報 を募集
いたしました。
次に、４ページに評価の背景等、また、５ページに具体的な諮問事項 がございま す。
以下、先般御報告 したとおりで ございます けれども、評価 書の24ペー ジを御覧くだ さい。
食品健康影響評価 でございます 。これまで参 照した各種文 献、厚生労 働省から提出 された
評価対象国に関す る参考資料等 を用いて審議 を行い、それ により得ら れた知見から 、諮問
内容のうち、スイ ス及びリヒテ ンシュタイン について、（ １）の輸入 月齢制限及び （２）
のSRMの範囲に関する取りまとめを行いました。
次に、26ページ からまとめと なっておりま して、27ペー ジに「（３ ）評価結果」 がござ
います。
現行の飼料規制 等のリスク管 理措置を前提 とし、牛群のB SE感染状況 及び感染リス ク並び
にBSE感染における 牛と人の種間 バリアの存 在を踏まえる と、スイス及 びリヒテンシ ュタイ
ンに関しては、諮 問対象月齢で ある30か月齢 以下の牛由来 の牛肉及び 牛内臓（扁桃 及び回
腸遠位部以外 ）の摂取に 由来するBSEプ リオンによる 人での変異 型クロイツフ ェルト・ヤコ
ブ病発症は考えが たく、①の月 齢制限につい ては、「輸入 禁止」の場 合と輸入月齢 制限の
規制閾値が「30か 月齢」の場合 とのリスクの 差は、あった としても非 常に小さく、 人への
健康影響は無視で きる。②のSRM の範囲につ いては、「輸 入禁止」の場 合とSRMの範 囲が日
本と同じ「全月齢 の扁桃及び回 腸（盲腸との 接続部分から ２メートル の部分に限る 。）並
びに30か月齢超の 頭部（舌、頬 肉、皮及び扁 桃を除く。） 、脊髄及び 脊柱」の場合 とのリ
スクの差は、あっ たとしても非 常に小さく、 人への健康影 響は無視で きるという内 容の評
価結果でございます。
次に、最後から ２ページ目を 御覧ください 。評価書の変 更点でござ います。本文 では12
ページの記述にな りますが 、スイス及 びリヒテンシ ュタインは 、2015年 ５月にOIEの 無視で
きるリスクの国に 認定されてお り、SRMの範囲に ついて、EU規則に 準じて、本年12月 １日付
で国内規則が改正 される予定で あるとしてお りましたとこ ろを、同日 付で改正され たとの
確認がとれたことから、その旨修文がされております。
また、20ページ 、21ページ、2 3ページ、25 ページにつき ましても、 これと同旨の 修文が
なされております。
続いて、資 料の最後の ページをお願 いいたします 。冒頭 に申し上げま したとおり 、意見 ・
情報の募集を行いましたところ、１通の御意見をいただきました。
意見としましては、相当に安全であると考えるという内容でございま す。
説明は以上でございます。
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○佐藤委員長

ありがとうございました。

ただ今の説明の 内容あるいは 記載事項につ いて、御意見 、御質問が ありましたら お願い
いたします。特にございませんか。よろしいですか。
それでは、本件 については、 プリオン専門 調査会におけ るものと同 じ結論、すな わち月
齢制限とSRMの範囲 について、リスク の差は、あったと しても非常 に小さく、人への 健康影
響は無視できるということでよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○佐藤委員長

あ わせて、最後 に説明のあり ました「予定 である」と いうのが、実 際に改

正されたということで、修文の方もお認めいただきたいと思います。

（５）いわゆる「 健康食品」に 関する検討ワ ーキンググル ープにおけ る審議結果の 報告に
ついて
○佐藤委員長

それでは、次の議事に移ります。

「いわゆる『健 康食品』に関 する検討ワー キンググルー プにおける 審議結果の報 告につ
いて」です。
本件については 、ワーキング グループから 報告書（案） 及びメッセ ージ（案）が 提出さ
れております。
私が担当委員でありますので、説明を私の方から申し上げたいと思い ます。
お手元の資料５ －１の３ペー ジ、４ページ 、５ページあ たりを御覧 いただきなが ら、お
聞きいただければと思います。
「健康食品」に ついては、企 画等専門調査 会から、「健 康食品全般 についてのリ スクや
懸念される事項、 留意すべき点 等について、 食品安全委員 会としての 見解を取りま とめる
べき」との提言があっ たことを受け て、本年６月に、第563 回食品安全 委員会におい てワー
キンググループを設置し、４回にわたって検討を行ってきたところです 。
ワーキンググル ープでは、「 健康食品」を 摂るか否かの 判断は原則 として消費者 自身の
判断によるが、健 康への効果を 期待して摂る 「健康食品」 で健康への 被害が出ない ように
するべきであると 考えました。 そのため、個 々の消費者が 「健康食品 」を摂るか否 かを判
断するに当たって 、摂取による 健康被害をで きるだけ起こ さずに済む よう、「健康 食品」
の安全性について知っておくべき基本的事項を情報提供することを目的 といたしま した。
検討に当たって は、「健康食 品」のリスク 要因について 分析し、そ れぞれの要因 ごとに
事例に基づいて科 学的観点から 知っておくべ き基本的事項 を報告書と して取りまと めまし
た。それをもとに、消費者に対して分かりやすいメッセージを作成いた しました。
詳細については事務局から説明してください。
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○池田評価情報分析官

それでは、補足をさせていただきます。

今の資料５－１ の報告書を御 覧ください。 「１．検討の 背景・経緯 」につきまし ては、
ただ今、佐藤委員長から御説明があったとおりでございます。
「２．検討の枠 組みと取りま とめ方針」で ございますけ れども、ワ ーキンググル ープで
は、「健康食品」 が法令上定義 をされていな い言葉である ということ で、どの範囲 までを
検討対象とするか ということが まず議論をさ れました。結 果としまし て、健康の維 持・増
進に特別に役立つ ことをうたっ て販売された り、そのよう な効果を期 待して摂られ る食品
を対象とするとい うことで、錠 剤とかカプセ ル形態のもの を初めとし まして、飲料 、お菓
子とか野菜のよう な生鮮品も含 めて対象とす るということ 。それから 、特保などの 保健機
能食品も除外せず に幅広く対象 としたという ことでござい まして、そ のことがこち らに記
載されております。
５ページをおめ くりいただき まして、（２ ）でございま すけれども 、先ほど御説 明があ
りましたように、 個々の消費者 の方が「健康 食品」による 被害を避け るために知っ ておく
べき事項につきま して、文献な どの科学的事 実に基づいて 取りまとめ て情報提供を するこ
とを目的としたということでございます。
「（３）取りま とめ方針」に ございますよ うに、検討内 容を報告書 として取りま とめる
とともに、広く情 報提供すると いう観点から 、分かりやす いメッセー ジとして作成 するこ
とになったということが、ここに記載されております。
次に、「３．『健康食品』の摂取状況」について書いてございます。
「健康食品」を 摂っておられ る方は、各種 の調査結果に よると、国 民の４割から ６割程
度、約半分という 状況でござい ます。女性の 方が、どの調 査でも摂取 割合が高いと いうこ
と。それから、目 的としては、 体調や健康の 維持・増進、 栄養補給、 病気の予防、 体重減
少、老化予防などでございます。
また、疾病に至 らない健康な 成人のみなら ず、高齢者の 方とか小児 、妊婦の方、 病気の
方もかなりの割合で摂られているという調査結果になってございます。
６ページに参り まして、「４ ．『健康食品 』に見られる 問題点」と いう項目でご ざいま
す。健康被害は摂 取している方 の約４％とい う調査結果が ここに紹介 されておりま す。ま
た、類似の調査結 果でも0.5から 7.1％という ことですので 、数％の人 に見られてい るとい
うことが分かります。
また、さらにとい うことで米国 の事例がご ざいますけれ ども、米国に おける年間２ 万3000
件の救急受診がサ プリメントに 関するものだ と推定をされ ているとい う文献がござ います。
その次のパラグ ラフでござい ますが、東 京都では「『健康食品 』による 健康影響事例 」、
この健康影響事例 というのはこ ちらの報告書 での言い方な のですけれ ども、それに ついて
特徴の分類を行っ ておりますけ れども、特徴 的なものとし て、ここに 書いてござい ますよ
うに、医薬品成分 が含有されて いる。それか ら、医薬品成 分以外の有 害な成分・素 材が含
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有されている。不 適切な製造方 法によって有 害成分を含ん でいる。特 定の成分と摂 取者の
体質双方が原因と 思われる。ア レルギーのこ とですが、そ れから、特 定の医薬品と の相互
作用等による治療 への悪影響。 特定の成分の 多量摂取によ る過剰症。 治療の中断に よる症
状の悪化といったものが挙げられております。
また、食品安全 委員会では、 消費者の方か ら食品につい ての相談を 受け付けてお ります
けれども、ここに 「健康食品」 についての相 談も寄せられ ておりまし て、例えば、 ここに
ございますように 、多量に摂っ てしまって過 剰症が心配さ れるという もの。それか ら、ち
ょっと飛びますけ れども、処方 薬にかえて特 定保健用食品 を摂ってい いかといった 御相談
があったりという ことで、次の ページに参り まして、がん に効くサプ リメントは何 か教え
てほしいとか、あ と、事例９で ございますが 、サプリメン トについて 、医薬品では ないか
ら上限量なく安全 という説明を 受けたがとい うような御相 談があった り、それから 、原材
料を問い合わせて も回答がなか ったとか、こ れは販売業者 等の問題か と思いますが 、そう
いった問題がございましたということで挙げてございます。
先ほどの健康被 害の特徴も含 めまして、こ の事例も見ま すと、健康 食品について は情報
が正しく発信され ていないとか 、また、受け 取られていな いというこ ととか、医薬 品と混
同している方がい らっしゃると か、あと、製 造販売業者の 問題などが あることがう かがえ
るというふうに、こちらには記載してございます。
今回の検討に当 たりましては 、次の「５． 『健康食品』 のリスク要 因」の項目に ござい
ますように、まず 、「健康食品 」の健康被害 につながるリ スク要因に ついて分析を 行いま
した。ここに記載 されておりま すように、「 健康食品」の リスクには 、通常の食品 にもあ
る食品としてのリ スクと、それ から「健康食 品」としての 特性から生 じるリスク要 因の２
つが大きくあると記載しております。
まず１つ目の食 品としての安 全性でござい ますけれども 、一般の食 品もリスクが ない訳
ではないというこ とで、量の問 題であって、 大量にとれば 健康被害が 起こるという ような
ことがあるし、微 生物汚染によ る中毒やアレ ルギーも起こ り得るとい うことで、こ ういっ
たリスクは「健康食品」でも同じようにありますよということでござい ます。
（２）の「健康 食品」として の安全性につ きましては、 中身は８ペ ージから書い てござ
いますけれども、 １）、２）、 ３）と３つに 分けられてお りまして、 １）が製品そ のもの
に由来する要因、 ２）が摂取す る人のとり方 や健康状態と いったもの に由来する摂 取者側
の要因、それから 、次のページ 、３）として 情報に関する 要因という ことで、３つ ありま
す。
お戻りいただき まして、８ペ ージ「１）製 品側の要因」 としては、 ①から③まで 挙げら
れておりまして、成分、形 態、品質と３つあ りますけれど も、①の成分とし ましては、「健
康食品」が健康への 効果をうたっ て期待させ るものという 特性があるの で、通常とは 違う、
食経験が少ない成 分や原料が含 まれた製品に なりやすいリ スクがある ということが 書かれ
ております。
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②の形態につき ましては、通 常の食品と異 なる、これも 健康への効 果をうたって いると
いう特性から、通 常の食品から とれないほど 多量の成分を 含んだ製品 になりやすい という
こと。それから、 通常の食品に はない医薬品 的な形態のも のも多くて 、誤認をされ やすい
といったことがあ る。この場合 、味やにおい や量感がない ので過剰摂 取をしやすい といっ
たことがリスク要因として挙げられています。
③として品質で ございます。 品質について は、食品だと いうことで 、形状がたと え医薬
品と似ていても、 医薬品とは違 って製造者任 せになってい ますよとい うことでござ いまし
て、有害な不純物 が入っていな いかとか、有 効だとされて いる成分が 適量入ってい るかと
か、製品が均一で あるかといっ た、通常医薬 品では行われ ているよう な品質の保証 という
のは、食品である ために保証が されていない といったこと が書かれて おります。あ と、こ
のことが摂取され ている方にも 理解されてい るとは言えな い状況であ るということ が書か
れております。
次に「２）摂取 者側の要因」 でございます が、こちらも ①から③ま で３つ挙げら れてお
ります。１つ目が 「摂取量・摂 取頻度・摂取 期間」でござ いまして、 健康になりた い人、
それから健康を維 持したい人と いった方がた くさん摂った り、あるい は高頻度に摂 ったり
長期間摂りやすいというリスクがあるということでございます。
次のページに参 りまして、② として「摂取 者の状態と、 摂取目的」 ということで 、同じ
ものを摂っていて も、摂る人の 状態とか目的 で安全性等が 変わってく るということ で、例
えば健康食品につ いては、高齢 者、小児、妊 婦などの健康 影響を受け やすいと考え られる
方がかなり摂られ ている。病気 の方も摂られ ている方が多 いというこ と。それから 、体重
を減らすような目 的、いわゆる ダイエット用 のものなどは 、とり方が 極端に大量に 摂られ
たりという傾向が あったり、体 調を崩しても 使用を継続す る傾向が強 いというリス クを高
めるような要因が あるというこ と。それから 、長期の循環 器系疾患、 心筋梗塞、脳 卒中の
予防とかがんの予 防、骨粗鬆症 の予防といっ たものを期待 して摂る場 合は長くずっ と摂っ
てしまいやすいということがございます。
次の③の「複数 製品の摂取」 につきまして は、調査結果 によると、 複数摂ってい る人も
かなりいらっしゃ るのですけれ ども、単独で 摂るよりもリ スクが高ま りますという ことで
す。
次に「３）情報 に関する要因 」ということ ですけれども 、安全性・ 有効性に関す る不確
かな情報が氾濫を していて信頼 できる情報が 不足している ということ で、例えば「 健康食
品」の情報は広告 を通して効果 があったとい うだけの体験 談とかが挙 げられていた り、動
物や細胞の試験結 果のみを挙げ てあったりと いうことで、 科学的な根 拠のある情報 が少な
いといったことが記載されています。
また、安全性に 関しましては 十分根拠がな く安全だと説 明されたり 、質の管理が 不十分
な製品があること が分かりづら いということ 。それから、 健康被害が 出ていた場合 もなか
なか把握されにく くて、摂る人 にまで情報が 行きにくいと いったよう なことが挙げ られて
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おります。
ここで、リスク 要因について このような分 析を行った結 果を踏まえ まして、次の1 0ペー
ジからの６．では 、安全に選択 をしていくた めに知ってお くべき要因 について議論 がされ
ておりまして、そ の結果をまと められている ということで ございます 。この部分に つきま
しては、先ほど申 し上げました ように、分か りやすい形で メッセージ の方に集約さ れてい
るということでございます。
ということで 、続きまし て、メッセ ージの方を 御覧ください 。資料５ －２でござい ます。
おめくりいただきまして、本文が３ページ目からございます。
「はじめに」の ところでは、 先ほど御説明 をしましたよ うに、ワー キンググルー プで対
象としました「健 康食品」の範 囲について記 載をしており ます。また 、メッセージ が、健
康のために摂る「 健康食品」で 被害が出てし まうようなこ とが避けら れるようにと いうこ
とで、特性や基本的 事項を知って おくべきで あるというこ とを記載して おります。そ して、
避けられる健康被 害を防止する ためのメッセ ージというこ とで、19項 目にまとめて いると
いうことを記載しているということでございます。
Ⅱ．で「用語の 定義」がござ いまして、４ ページ、Ⅲ． から具体的 な19のメッセ ージで
ございます。この1 9個のメッセ ージは大きく １から５に分 けられてお ります。それ ぞれの
メッセージが太字 で書いてござ いまして、そ の下にメッセ ージの内容 の説明とか実 例など
が、理解を助けるためにということで書かれている形になってございま す。
メッセージについて紹介をさせていただきます。
まずは「１．食 品としての安 全性について のメッセージ 」がござい まして、これ が①か
ら③まで３つござ います。①が 「『食品』で も安全とは限 りません」 ということで 、食品
だから安全だろう という誤解も あるようです ので、その点 についての メッセージに なって
います。
②としては「『食品』だからたくさん摂っても大丈夫と考えてはいけ ません」。
次のページ、③ としまして「 同じ食品や食 品成分を長く 続けて摂っ た場合の安全 性は正
確にはわかってい ません」とい うことで、長 期の安全性は 食品は調べ られていない のです
よということが書かれております。
次は「２．『健 康食品』とし ての安全性に ついてのメッ セージ」と いうことでご ざいま
して、これが④から⑨までになってございます。
④が「『健康食品』として販売さ れているか らといって安 全ということ ではありませ ん」。
⑤が「『天然 』『自 然』『ナチュラ ル』な どのうたい文 句は『 安全』を連想させま すが、
科学的には『安全』を意味するものではありません。
６ページに参り まして、⑥が 「『健康食品 』として販売 されている 『無承認無許 可医薬
品』に注意してください」。
⑦としまして「 通常の食品と 異なる形態の 『健康食品』 に注意して ください」。 錠剤と
かカプセルといっ たものは過剰 摂取の事例が あるというこ とで、注意 を喚起してい るとい
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うことです。
⑧としまして、 「ビタミンや ミネラルのサ プリメントに よる過剰摂 取のリスクに 注意し
てください」とい うことで、ビ タミン、ミネ ラルはいろい ろなところ でサプリメン トが売
られていまして、 摂られている 方も多いと思 いますけれど も、実は現 在、日本人が 通常の
食事をして欠乏症 を起こすもの は余りないと いう議論がご ざいまして 、それがここ に書か
れております。通常 の食事をして いる限りは、サプリメント によってこ ういったビタ ミン、
ミネラルを摂る必 要性を示すデ ータは今のと ころはないと いうことで ございまして 、むし
ろ普通の食事をち ゃんと摂って いる方がサプ リメントを摂 ると過剰症 のリスクがあ ります
よということで、 特にその過剰 症になりやす かったりとい う注意が必 要なものとし て、ミ
ネラルとしてはセ レン、鉄とい うものが挙が っていて、脂 溶性ビタミ ンのビタミン Ａ、ビ
タミンＤといったものも、注意が必要なものとしてここに書かれており ます。
なので、具体的 にどうするか というと、自 己判断で摂ら ない。いろ いろなところ からき
ちんとした情報を得てくださいということになっております。
次のページ、⑨ としまして「 『健康食品』 は、医薬品並 みの品質管 理がなされて いるも
のではありません 」ということ で、特に医薬 品と見かけが 似ているも のだと、同じ ような
ものだと思ってし まいがちです けれども、実 際には、ちゃ んと成分が 含まれていな かった
りとか、溶けて吸 収されそうに なかったりと か、不純物が 含まれてい るものがあっ て健康
被害が起きたりというような事例がありますよということを御紹介して おります。
８ページに参り まして、「３．『健康食品』を摂る人と 摂る目的につ いてのメッセ ージ」
ということで、これが⑩から⑮までございます。
⑩が「『健康食 品』は、多く の場合が『健 康な成人』を 対象にして います。高齢 者、子
ども、妊婦、病気 の人が『健康 食品』を摂る ことには注意 が必要です 」ということ でござ
います。
⑪が「病気の人が摂るとかえって病状を悪化させる『健康食品』があ ります」。
⑫が「治療のた め医薬品を服 用している場 合は『健康食 品』を併せ て摂ることに ついて
医師・薬剤師のアドバイスを受けてください」。
⑬が「『健康食品』は薬の代わり にはならな いので医薬品 の服用を止め てはいけませ ん」。
次の９ページ、 ⑭が「ダイエ ットや筋力増 強効果を期待 させる食品 には、特に注 意して
ください」ということ。
⑮が「『健康寿命の延伸（元気で 長生き）』の効果を実 証されている 食品はありま せん」
ということで、実 際にこういっ た実証が難し いということ で、実証さ れているもの はあり
ませんよというこ とと、いい、 いいと言われ ていても、そ の後、長期 研究をやると よくな
い影響が分かったりする事例がありますよということを御紹介していま す。
次が「４．『健 康食品』の情 報についての メッセージ」 ということ で、これは１ つ、⑯
でございます。「 知っていると 思っている健 康情報は、本 当に（科学 的に）正しい もので
すか。情報が確か なものである かを見極めて 、摂るかどう か判断して ください」と いうこ
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とで、正しい情報を信頼できる情報源から得てくださいといった内容で ございます 。
最後に「５．『 健康食品』の 摂取について のメッセージ 」というこ とで、これは ⑰から
⑲までございます。
⑰につきまして は、以上述べ てきたことを 踏まえてとい うことです が、「『健康 食品』
を摂るかどうかの 選択は「わか らない中での 選択」です」 ということ で、安全性、 品質、
有効性などいずれ の点でも分か っていないま ま販売されて いるものも 少なくないで すよと
いうことを書いてございます。
⑱としましては 「摂る際には 、何を、いつ 、どのくらい 摂ったかと 、効果や体調 の変化
を記録してくださ い」というこ とで、もし「 健康食品」を 摂ろうと決 めた場合は、 次の11
ページにありますメモのような形で記録をとっておいてくださいねとい うことです 。
⑲が「『健康食 品』を摂って いて体調が悪 くなったとき には、まず は摂るのを中 止し、
因果関係を考えてください」ということでございます。
12ページにまと めがございま すけれども、 健康の保持・ 増進の基本 は、健全な食 生活、
適度な運動、休養 ・睡眠です。 「健康食品」 を摂る選択を する前に、 今の自分にと って本
当に必要かを考え てください。そ の際に、信頼 できる情報を 入手するよ うに努めるこ とが、
自身の健康を守る ために大切で す。「健康食 品」を購入す る、あるい は摂る場合は 、この
メッセージで述べ られている点 に注意して、 選択をしてく ださいとい うこと。それ から、
増量することは健 康被害をもた らすリスクを 高めます。た とえ効果が 実感できなく ても増
量してはいけませ ん。「健康食 品」を摂って いて体調が悪 くなった場 合は、すぐに 摂るの
をやめてくださいというまとめになっております。
これらのメッセ ージにつきま しては、先ほ ど御紹介しま した報告書 に基づいて作 成をさ
れておりますので 、最後の13ペ ージのところ に、それぞれ のメッセー ジについて、 より詳
しく知りたいとい う場合に、報 告書のどのペ ージを参照す ればよいか が分かるよう に対応
表を添付してございます。
説明は以上でございます。

○佐藤委員長

説 明が長くなる のですけれど も、引き続き 、もう一つ 資料を説明さ せてく

ださい。資料５－３の１枚紙でございます。
今般、メッセー ジと報告書の 内容を作成し 、決定するに 当たり、ワ ーキンググル ープの
脇座長と相談して 、これらの内 容をできるだ け多くの方に 読んでいた だけるよう、 今回の
検討の内容につい ての説明とメ ッセージのエ ッセンス部分 を１枚の紙 にまとめたも のを作
成いたしました。 今お手元にあ る資料５－３ がそれでござ いますけれ ども、これも あわせ
て公表することを考えております。
それでは、ただ 今の説明の内 容あるいは記 載事項につい て、御意見 、御質問がご ざいま
したら、お願いい たします。資 料が３種類あ りますので、 何か御発言 の際は、資料 の番号
をおっしゃっていただければと思います。
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山添委員、どうぞ。
○山添委員

資料 ５－１の13ペ ージのところ で、内容を変 えるもので はないのです が、下

から３行目で「違 法な製品」と いう記載があ るのですけれ ども、実際 には、この段 落の一
番上の「『健康食 品』と称して 販売される『 無承認無許可 医薬品』」 がこれに相当 するも
のだと思いますの で、若干そこ のところを変 えて、「行政 が発見した 『無承認無許 可医薬
品』は」というふうに文言を修正していただければと思います。

○佐藤委員長

ありがとうございます。

これは全部が摘 発されている 訳ではないの で、残念なが らそういう ことだという ことで
すね。

○山添委員

はい。

それと、もう一 つございます 。資料５－２ の７ページで す。⑨の下 から８行目「 錠剤・
カプセル形態の『 健康食品』に は」というと ころですが、 ここのとこ ろは誰が誰と いうの
を明確にするため に、錠剤・カ プセル形態の 「健康食品」 には、現在 、事業者が自 主的に
というふうに、事業者が自主的にということを１つは入れるということ 。
それから、次 の段落で 、現時点で「健康食品 」のGMPはま だ十分に普 及していませ んがと
いうのは、何か 相対値、何に比べてと いうことは 比較の対象が ないので 、このセンテ ンス、
「現時点」から「 十分に普及し ていませんが 」は削除した 方がはっき りして、実際 には内
容もそれで十分伝 わると思いま すので、もし 可能ならば削 除をお願い できないかと 思いま
す。

○佐藤委員長

ありがとうございます。

資料５－１の13 ページの「違 法な製品は行 政から摘発さ れ」という 部分は、先ほ どちょ
っと申しましたけ れども、必ず しも全部そう ではないので 、「行政が 発見した『無 承認無
許可医薬品』は摘 発され」とい うふうに直す のが適当かと 思いますけ れども、いか がでし
ょうか。

（「はい」と声あり）

○佐藤委員長

そ れから、資料 ５－２の７ペ ージ目の最後 の方、これ は誰がという ことを

はっきりしろということで、事業者がと。これは入れた方がやはり分か りやすいで すね。
あと、現時点 で「健康 食品」のGM Pはまだ十分 に普及してい ませんがと 、多分そう なので
しょうけれども、 どこまでいっ たら十分に普 及しているの かというの もよく分かり ません
しということで、これはここを削除するということでよろしいですか。
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（「はい」と声あり）

○佐藤委員長

他に何かお気づきの点があったら。

堀口委員、どうぞ。

○堀口委員

内容 の変更ではな く、資料５－ ２と資料５－ ３で、どん どんエッセン スにな

っていくので、中 身は同じなの ですけれども 、語尾が統一 されていな い部分に気づ きまし
た。
１つは、資料５ －２の12ペー ジの３行目に 「相談しまし ょう」と書 いてある「し ましょ
う」という言葉と 、それから、 資料５－３の 裏面に当たる 上から４行 目の「役立つ 選択を
しましょう」とい う「しましょ う」という言 葉と、同じ裏 面の「誰か にとって良い 『健康
食品』があなたに とっても良い とは限りませ ん」と書かれ た２ポツ目 の最後「役立 つのか
を考えましょう」 という、「し ましょう」と いう言葉がこ こだけ３点 出ているので すけれ
ども、ほかは全て 、何々してく ださいという ふうに書いて あるので、 できれば「し てくだ
さい」に統一されたらいかがなものかと。内容には変更はないと思いま すが。

○佐藤委員長

ありがとうございます。

今、「しましょ う」をやめま しょうという ことで御提案 がありまし たけれども、 ほかの
ところとやはり平 仄が合ってい た方がよろし いかと思いま すし、相談 してください とか、
あるいは選択して くださいとか 、そういう表 現になる訳で すね。その ようにした方 がよろ
しいかなと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。

（「はい」と声あり）

○佐藤委員長

他に何かお気づきの点はございますでしょうか。

村田委員、どうぞ。

○村田委員

細か いことなので すけれども、 読んでいて分 からない言 葉があったの で、資

料５－１の12ペー ジの下から２ 行目に「DNA barcoding 法」と書いてあ るのですけれ ども、
これはちょっと分 からないので 、注釈ぐらい あった方がい いのではな いかと思った のです
が、いかがでしょうか。

○佐藤委員長

○山添委員

DNA barcoding 法ですね。

注釈を入れる。
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○佐藤委員長

確 かにそうです ね。では、こ れは注釈を入 れることに しましょうか 。あり

がとうございます。
他に何かお気づきの点はございますでしょうか。よろしゅうございま すか。
それでは、ただ 今、何点か修 文をいただき ましたけれど も、それに 基づいた上で 、本報
告書及びメッセージについてはお認めいただいたということでよろしい でしょうか 。

（「はい」と声あり）

○佐藤委員長

そ れから、「委 員長・座長か ら国民の皆様 へ」という １枚紙でござ います

けれども、これも 一部修正はご ざいますが、 あわせて公表 させていた だくというこ とでよ
ろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○佐藤委員長

ありがとうございました。

（６）平成28年度食品安全モニターの募集について
○佐藤委員長

それでは、次の議題に移ります。

「平成28年度食品安全モニターの募集について」です。
事務局から説明してください。

○植木情報・勧告 広報課長

資 料６でござい ます。食品安 全モニター の募集は、正 式には

12月10日木曜日に プレスをする ことになって ございますの で、募集は 正式にはその 日から
ということになります。締め切りは２月８日、２カ月間でございます。
裏面へ参りまし て、「食品安 全モニターは 何をするの？ 」というこ とでございま すけれ
ども、モニター会 議への出席、 アンケートへ の協力、食品 安全に関す る提案とか周 囲への
情報提供でござい まして、モニ ターになって いただきます と、季刊誌 を送付したり 、私ど
もの方からいろいろ情報提供するということになってございます。
２枚目でござい ますけれども 、これは募集 要項でござい ます。応募 の資格でござ います
けれども、ここに 書いてあると おりでござい まして、基本 的には昨年 と同じでござ います
けれども、１ 点、ウ のところに「次の条 件のいずれか を満たして いる方 」とございま して、
［１］で「学科」 とございまし て、括弧の中 に「医学、歯 学」等ござ いますけれど も、こ
こは、その２ 行目「 農芸化学 」の次に「食品工 学」を 持ってまいり まして 、次に「家政学 」、
そして最近「栄養 学」という言 葉を聞きます ので、「家政 学」の次に 「栄養学」を 入れて
「等」というふうに、少しここは修正をさせていただこうと思ってござ います。
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次に、下へ 参りまして 募集の人数及 び任期でござ いますけれど も、募 集人数は100 名程度
でございまして、 任期は原則１ 年でございま すけれども、 活動状況に 応じて延長可 能でご
ざいまして、最長５年間でございます。
応募方法等は、ホ ームページの 応募のフォ ームから応募 するというこ とでございま して、
後はここに記載し てあるとおり でございます けれども、こ ういうこと で、食品安全 モニタ
ーの募集を例年どおり行いたいと考えてございます。
以上でございます。

○佐藤委員長

ありがとうございました。

ただ今の説明の 内容あるいは 記載事項につ いて、御質問 等ございま したら、お願 いいた
します。特にございませんか。
それでは、先ほ ど事務局から 若干修文がご ざいましたけ れども、そ れをした上で 、平成
28年度食品安全モニターの募集手続を開始していただきたいと思います 。

（７）食品安全関係情報（10月30日～11月19日収集分）について
○佐藤委員長

次の議事でございます。

「食品安全関係情報（10月30日～11月19日収集分）について」です。
事務局から報告してください。

○植木情報・勧告広報課長

御報告いたします。

資料７－１でご ざいまして、 食品安全関係 情報（10月30 日～11月19 日収集分）で ござい
ます。
最初の集計表で ございますけ れども、左の 方のハザード を見ますと 、今回の期間 は化学
物質が53件と一番多くなってございます。
それから、地域 別でございま すけれども、 欧州が多くて 、今回はア メリカの情報 も結構
多くなってございます。
その裏面でございます。これらの中の主なものの御紹介でございます 。
【化学物質】で ございますけ れども、まず 、アクリルア ミドに関す る報告書を公 表とい
う最初のポツがご ざいまして、 アドレスが２ つございます けれども、 結構内容が多 いもの
で、２つの場所に分 けてデータを 入れている 関係上、アドレ スを２つ掲 載してござい ます。
それから、次のE FSA、農薬有 効成分グリホ サートのリス ク評価のピ アレビューに 関する
結論を公表とござ いまして、これ は、EUの方で は農薬の認可 は期限を切 ってございま して、
当初はグリホサー トの期限は12 月いっぱいで ございました けれども、 これが半年延 長され
て来年の６月まで となってござ いまして、今 回のEFSAの評 価結果を踏 まえまして、E Uで手
続を進めるという段取りになってございます。
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内容につきまし ては、グリホ サートが人に 対する発がん 性のハザー ドを有する可 能性は
低い、そのような内容になってございます。
次の【微生物・ プリオン・自 然毒】関係で ございますけ れども、最 初のポツに欧 州抗生
物質適正使用啓発 の日というの がございまし て、これは11 月18日でご ざいまして、 それに
合わせていろいろな情報を発表してございますので、それを記載してご ざいます。
それから、一番下【その他】のと ころでござ いますけれど も、イギリスのFSA が、食品及
び環境中の放射性 物質に関する 年次報告書を 公表してござ いまして、 そこでは、201 1年の
東京電力の福島第 一原発事故の 後、日本産の 食品に関する 輸入制限措 置が導入され 、2012
年も継続された、 イギリスの通 関港での輸入 モニタリング では、食品 中の放射性物 質はほ
とんど検出されな かったという ことも書いて ございまして 、EUでは、 日本産食品の 輸入の
規制を緩和するということを11月下旬に公表してございます。
次が資料７－２でございまして、今回御紹介するハザードでございま す。
BfRが、農 業分野におけ る抗生物質の 使用が減少傾 向にある旨 を公表 。欧州疾病予 防管理
センター（ECDC） は欧州におけ る薬剤耐性及 び抗菌性物質 の消費に関 する2014年の 調査デ
ータを公表してございます。
まず、BfRの件で ございますけ れども、（ １）BfRの長官 がシンポジ ウムにおきま して、
２行目でございま すけれども、 フードチェー ンにおける薬 剤耐性菌は もはや増加傾 向には
ないという好まし い知見が得ら れたというこ とを書いてご ざいまして 、次の行で、 その理
由の一つとして、 農業分野にお ける抗菌性物 質の使用が減 少している ということを 言って
おります。
（２）ドイツにおける動 物用医薬品の 使用量でござ いますけれど も、2011年の1,70 6トン
から、2014年の1,23 8トンに減少 しているとい うこと。肥育 豚の抗生物質 の治療期間で すが、
2011年の半期では １農場当たり 約５日であっ たものが、20 14年には１ 日に減ってい るとい
うこと。１年前に ドイツの制度 が改正されま して、一定規 模以上の畜 産農家は抗生 物質の
使用を報告するこ とになりまし て、多く使用 している施設 は使用量の 低減方策をと ること
が義務づけられてございます。
（３）大腸菌に おけるセファ ロスポリン耐 性率はしばら く増加傾向 にあったので すけれ
ども、2014年の結果では増加が見られなかったということで、改善され てございま す。
次が（４）ブロ イラー肉チェ ーンにおける 、第三世代セ ファロスポ リン等に耐性 がある
ものでございます けれども、こ れにつきまし ても、2013年 の6.7％から 2014年は3.7 ％、七
面鳥肉チェーンでは3.2％から2.6％に低下しているということを書いて ございます 。
（５）フルオロキノロン耐性率は、数年来高どまりであるということ でございま す。
（６）ブロイラ ーにおきまし ては、親鶏か らの伝播がES BL／AmpC産 生菌に感染す る重要
な経路でございま したけれども 、最近では、 初生びなで陰 性のものが ふえてござい ますの
で、耐性菌の経路は 肥育期間中に 環境からも たらされるも のが多いと書 かれてござい ます。
一番下（８）で ございますけ れども、生産 動物及び食品 由来のESBL 産生菌が、ヒ トの感
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染につながる可能 性はあるので ございますけ れども、実際 、それらが どの程度なの か定量
することは、まだそれはできないということが書かれてございます。
裏面でございます。
裏面の方は、ECD Cのレポート でございます 。これは、ヨ ーロッパの2 9カ国の2011 年から
2014年のデータの傾向分析でございます。
（２）では肺炎 桿菌、（３） では大腸菌で ございますけ れども、こ こに掲げてい るよう
な耐性菌が著しく増加しているということが書かれてございます。
（４）過 去４年間の病 院部門の薬剤 消費量は 、大分増えて いるという ことでござい ます。
下から２行目でご ざいますけれ ども、抗生物 質の大半は病 院以外の一 次医療で消費 されて
いるということ。 しかしながら 、病院におけ る薬剤の使用 が、医療関 連の感染に関 与して
いる多剤耐性菌の拡散の主な原因となっているということが記載されて ございます 。
関連としまして 、EUのECDCの 報告等、それ から、国内で は、農林水 産省で家畜に 使用す
る抗菌性物質に関 しましては慎 重使用に関す る基本的な考 え方、そし てその実施状 況等を
記載している、関連のホームページを記載してございます。
以上でございます。

○佐藤委員長

ありがとうございました。

ただ今の報告の 内容あるいは 記載事項につ いて、何か御 質問等ござ いますでしょ うか。
特にございませんか。

（８）その他
○佐藤委員長

○小森総務課長

○佐藤委員長

他に議事はありませんでしょうか。

ございません。

それでは、これで本日の委員会の議事は全て終了いたしました。

次回の委員会会合については、来週12月15日火曜日14時から開催を予 定しており ます。
また、９日水曜 日14時から「 農薬専門調査 会評価第一部 会」が非公 開で、11日金 曜日11
時から「汚染物質 等専門調査会 」が公開で、 来週14日月曜 日14時から 「かび毒・自 然毒専
門調査会」が公開で、それぞれ開催される予定となっております。
以上をもちまして、第587回「食品安全委員会」会合を閉会いたしま す。
どうもありがとうございました。
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