かび毒・自然毒等専門調 査会
第37回会合議 事録
１．日時 平成27年12月14日（月）

14：00～16：10

２．場所 食品安全委員会中会議室

３．議事
（1）フモニシンの食品健康影響評価について
（2）その他

４．出席者
（専門委員）
宮﨑座長、川原専門委員、久米田専門委員、合田専門委員、
杉山専門委員、鈴木専門委員、山﨑専門委員、渡辺専門委員
（食品安全委員会委員）
佐藤委員長、山添委員、熊谷委員、吉田委員、堀口委員
（事務局）
姫田事務局長、東條事務局次長、鋤柄評価第二課長、髙﨑評価調整官 、
田中課長補佐、本山係長、小山技術参与

５．配布資料
資料1

「フモニシンに係る食品健康影響評価に関する調査」の進捗状況と
今後の予定について

資料2－1

フモニシンの遺伝毒性について（案）

資料2－2

フモニシンの遺伝毒性に関するまとめ表（案）

資料3

フモニシンの毒性発現の機序について（案）

資料4

食品等のフモニシン汚染実態調査の結果について（案）

参考資料1

日本における食品中のフモニシン汚染実態及び暴露量推定について
（H16～21年度

厚生労働科学研究）

［第35回かび毒・自然毒等専門調査会資料 6－ 1］
参考資料2

食品中のフモニシン汚染実態調査結果（H22～ 26年度分 ）
［第35回かび毒・自然毒等専門調査会資料 6－ 2］

参考資料3

フモニシン評価書（骨子案）
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参考資 料 4

「 フモニ シンに 係る食 品健康 影響評 価に関 する調 査」中 間取り まとめ 報告
書（案）

６．議事内容
○宮﨑座長

それ では、定刻になり ましたので、ただ いまから第 37回「かび毒・自 然毒等

専門調査会」を開催いたします。
本日は 、 8名の 専門委 員が御 出席で ござい ます。 欠席の 専門委 員は、 荒川専 門委員 、小
西専門委員、豊福専門委員、長島専門委員、矢部専門委員の5名でございま す。
さらに、本日は 、食品安全 委員会から 5名の 委員の方々に 御出席をい ただいており ます。
本日の会議全体 のスケジュー ルにつきまし ては、お手元の 資料にござい ます、第 37回「か
び毒・自然毒等専門調査会

議事次第」を御覧いただきたいと思います。

それでは、議事に入ります前に、事務局より、本日の資料の確認をお 願いします 。
○田中課長補佐

それでは、配付資料の確認をさせていただきます。

本日の配付資料は、議事次第、座席表、専門委員名簿のほかに 9点でござ います。
資料1、資 料2－1、資 料2－2、資 料3、資料 4、また、参考資料 1～ 4を 準備しており ます。
不足の資料は、ございませんでしょうか。
なお、これまで の評価書等に つきましては 、既に専門委 員の先生方 に送付してお ります
けれども、お席の足 元のほうにフ ァイルと、一 部はタブレッ トで準備を しております ので、
必要に応じ、適宜御覧いただけますようお願いいたします。
また、傍聴の方 に申し上げま すが、専門委 員のお手元に あるものに つきましては 、著作
権の関係と大部に なりますこと などから、傍 聴の方にはお 配りしてい ないものがご ざいま
す。調査審議中 に引用され たもののうち 、閲覧可 能なものにつ きましては 、調査会終 了後、
事務局で閲覧でき るようにして おりますので 、傍聴の方で 必要とされ る場合は、こ の会議
終了後に、事務局までお申し出いただければと思います。
以上です。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

資料については、よろしいでしょうか。
それでは 、事務局 から、平 成15年10月 2日、食 品安全委 員会決定 の「食品 安全委員 会に
おける調査審議方 法等について 」に基づいて 、必要となる 専門委員の 調査審議等へ の参加
に関する事項について報告をお願いします。
○田中課長補佐

それでは、本 日の議事に関 する専門委員 の調査審議 等への参加に 関する

事項について御報告いたします。
本日の議事につ いて、専門委員 の先生方か ら御提出いた だいた確認書 を確認したと ころ、
平成15年 10月 2日 委員会決定 の 2の（ 1）に 規定する調 査審議等 に参加しな いこととな る事
由に該当する専門委員はいらっしゃいません。
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以上です。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

皆様から提出い ただきました 確認書につき まして、相違 はございま せんでしょう か。よ
ろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○宮﨑座長

ありがとうございます。

それでは、本日 の審議に入る 前に、前回の 専門調査会で の審議内容 についておさ らいを
していきたいと思います。
前回の専門調査 会では、国立 研究開発法人 農業・食品産 業技術総合 研究機構動物 衛生研
究所の上垣専門参 考人から飼料 作物における フモニシンの 動態につい てというお話 、それ
から、同研究機構 の食品総合研 究所の中川専 門参考人から マスクドマ イコトキシン の概要
と現状について御講演をいただきました。
その後、審議に 入りまして、 審議の結果、 マイコトキシ ンについて 、遊離のマイ コトキ
シンと、それ以外 の、これまで マスクドマイ コトキシンと 言われてい たものも含め て、遊
離以外のもの、モ ディファイド・マイコト キシンという 2つ に分類して、モディファイ ド ・
マイコトキシンに ついては、現 在、知見が限 られているこ とから、引 き続き知見の 収集、
それから、整理を行 っていくこと としますが、フモニシンの 食品健康影 響評価におい ては、
遊離型のフモニシンについて取りまとめるということを確認いただきま した。
以上が前回の専門調査会の概要、おさらいでございます。
それでは、議事1に入りたいと思います。
フモニシンにつ いて、平成 27年度 食品安全確 保総合調査に おいて情報の 収集、翻 訳及び
汚染実態調査を実施しています。
まず、現在の調 査事業の進捗 状況と、今後 のフモニシン の評価スケ ジュールにつ いて、
事務局から御報告をお願いします。
○田中課長補佐

それでは、説明をさせていただきます。資料1を御覧くだ さい。

「『フモニシンに 係る食品健康 影響評価に関 する調査』の 進捗状況と今 後の予定につ いて」
になります。
一番左側に年月 、真ん中が調 査事業及び検 討会、一番右 側が、かび 毒・自然毒等 専門調
査会の項目となっております。
まず、平 成 27年 5月、 前々回 の専門調 査会に なりま す。こち らでは 、フモ ニシンの 評価
に当たりまして、 まず、優先的 に実施すべき 知見であると か、補完的 に汚染実態調 査を実
施することが望ましい食品等について御議論をいただいたところになり ます。
この結果を踏ま えまして、 6月にいきま して、第1回の検討会、こち らが調査事業 の検討
会になりますけれ ども、こちら で収集、翻訳 する文献のリ スト、また 、汚染実態調 査の対
象食品に ついて 検討の 上、 9月 までに 情報の 収集、 翻訳、 汚染実 態調査 が実施 された とい
った状況となっております。
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その後、9月にまいりま して、第 2回の検討 会が行われ ております。こ ちらで調査計 画と、
その進捗状況につ いて確認する とともに、収 集した文献、 翻訳予定の 文献の確認、 また、
優先的に収集すべ きとされた知 見のうち、マ スクドフモニ シ、また、 フモニシンの 遺伝毒
性と毒性発現の機 序に係る知見 のまとめにつ いて報告及び 汚染実態調 査の中間報告 が行わ
れたところであり ます。さらに 12月までに情 報の分析・整理、汚染実 態調査の取り まとめ
が実施されております。
こちらを踏まえ まして、前 回の 10月の専門調 査会では、マスクドフ モニシについ て御議
論をいただいてお ります。さら に同日御議論 いただく予定 でした、フ モニシンの毒 性発現
の機序と汚染実態 調査の中間報 告については 、時間の都合 上、繰り越 しとなってお ります
ので、本日、御議論いただく予定としております。
12月 中に開 催されま した調 査事業 の第 3回検 討会で は汚染実 態調査 の結果 及び調査 報告
書の中間取りまと めについて報 告がされまし て、フモニシ ンの遺伝毒 性と発現機序 及びフ
モニシンの暴露評価について検討が行われたところです。
本日は 、前回 の専門 調査会 で繰り 越しと なった フモニ シンの 毒性発 現の機 序を資 料 3と
して、汚 染実態 調査に ついて は、調 査結果 が取り まとめ られま したの で、資 料 4とし て用
意をさせていただいております。
また、 分厚い 資料に なりま すけれ ども、 参考資 料 4に調 査事業 の中間 取りま とめの 報告
書を準備させてい ただいており ます。こちら は、後ほど簡 単に御説明 をさせていた だきた
いと思います。
今後のスケジュ ールになりま すけれども、 本日の御議論 を踏まえま して、最終的 な調査
事業での 調査報 告書の 作成と 提出、 また、 調査結 果報告 会を来 年の 3月 までに 予定を して
いるところになります。
フモニ シンに 係る食 品健康 影響評 価のス ケジュ ールと しては 、来年 4月以降 、調査 報告
書をもとに評価書 （案）につい て御審議をい ただく予定と いうことで 、一番右側に ござい
ますように、専門 調査会を複数 回開催の上、 評価書（案） 取りまとめ というスケジ ュール
を考えております。
説明は、以上になります。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

ただいま、事務 局から御説明 をいただきま した調査事業 の進捗状況 、それから、 今後の
フモニシンの評価 スケジュール についてです けれども、事 務局からの 御説明につい て御質
問、御意見ございますでしょうか。
いかがでしょう か。調査事業 の概要につい ては、また、 別途、今日 の後半のほう で御説
明をいただくとい うことですけ れども、大ま かな進捗状況 と、今後の スケジュール につい
ては、御確認を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）
○宮﨑座長

それ では、続いて 、フモニシン の食品健康影 響評価の項 目に移りたい と思い
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ます。
まずは、遺伝毒性に関する知見について、事務局から説明をお願いい たします。
○田中課長補佐

それでは、説 明をさせてい ただきます前 に、食品安 全委員会にお ける遺

伝毒性の発がん物 質のリスク評 価手法につい て検討してい るという状 況がございま して、
そちらについて、簡単に御報告をさせていただきます。
食品安全委員会 においては、平成 25年から 26年に かけて、食品健康 影響評価技術 研究に
おきまして、遺伝 毒性発がん物 質のリスク評 価手法に関す る研究とい うものを実施 してお
ります。
こちらの研究に おいて、遺伝 毒性発がん物 質のヒトに対 する経口発 がんリスクを 定量的
に評価するために 最適と考えら れる手法につ いて整理した 、
「 食品中の 遺伝毒性発が ん物質
によるヒト経口発 がんリスクの 定量的評価指 針（案）」とい うものが取 りまとまって おりま
す。ただ、こちら は、まだ、案 という段階で 、今後、食品 安全委員会 として、この 評価の
ガイドライン、新 たに設置され ました評価技 術企画室を中 心に、この ガイドライン を取り
まとめる予定となっております。
ということでご ざいまして、 現時点では、 まだ、このガ イドライン は取りまとま ってい
ないという状況で ございますの で、今般は、 これまでどお り、個別の 検討を行って いただ
きたいと考えております。
それでは、資料2－1、2－2を 御覧いただき たいと思いま す。
フモニシンの遺 伝毒性につい てということ で、資料を準 備しており ます。フモニ シンに
つきましては、げ っ歯類にフモ ニシンを長期 経口投与する と、肝臓や 腎臓に腫瘍が 認めら
れている、 IARCでも、フモニシ ン B1をグループ 2B、ヒト に対して発 がんの可能性 がある
というものに分類をしているところです。
ただ、JECFAなどでは、遺 伝毒性の証拠 はないと考 えられており、調査会として 遺伝毒
性発がん物質であ るかどうかに ついて、検討 するに当たっ て、それら の知見を優先 的に収
集すべきという御意見が、以前の調査会で出されたところであります。
ですので、今般 、調査事業で 取りまとめて いただきまし た中間報告 の中から、遺 伝毒性
の知見について、 調査事業の検 討会の御意見 も踏まえまし て整理した 資料というの が、資
料2－1、資料2－2というものに なります。こ ちらについて 説明をさせて いただきます 。
資料2－1が文章になり まして、資料 2－ 2、横紙がまとめ 表というとこ ろになりま す。こ
れを両方御 覧いただ ければと 思うの ですけれ ども、ま ず、資料 2－ 2の in vitro 試験、 一番
上です。細 菌を用い た復帰 突然変異 試験と いうもの につきま して、 F B1、F B2、F B3につ
いて復帰突然変異試験が行われております。
こちらの結果に つきましては 、代謝活性化 の有無にかか わらず、陰 性の結果が得 られて
おります。
次に、染色体異 常試験及び 小核試験に ついて、 in vitro、 in vivoにつ いて整理し ており
ます。
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最初に in vitro のほうにな りますけれど も、染色体 異常試験に つきまして 、F 344ラット
肝臓初代培養細 胞を用いて 、F B1を用い て行った試 験において は、陽性と いう結果が 出て
おります。
また、同じく 染色体異常 試験でヒト リンパ球 を用いた試 験でもF B1につ いて陽性と いう
結果が出ております。
また、 in vitro小 核試験で、 ブタ腎臓由来 PK15細胞 を用いた試験 においても、 F B1につ
いては陽性という結果。
また、同じく in vitro小核試験でヒトリンパ球を用いた 試験において も、F B1が陽性 。
また、ヒト肝臓由来 HepG2細胞を用い た試験におい てもF B1が陽性 という結果と なって
おります。
一方、 in vitro の小核 試験でF 344ラット 肝臓初代 培養細胞を 用いた試 験では、 F B1は陰
性という結果が出ております。
次にまいりまし て、in vivoの ほうの試験に なりますけれ ども、 in vivo の小核試験 になり
ます。 CF 1マウ スにF B1を腹 腔内投与 して骨髄 細胞を用 いて実施 された小 核試験の結 果は
陽性ということでございます。
一方、同 じく in vivo の小核試 験ですけ れども 、 BAL B/cマウス にF B1を投 与した結 果、
骨髄細胞に毒性兆 候は見られた ものの、いず れの処置にお いても骨髄 細胞に小核の 有意な
増加は見られなかったと、そういった結果が出ております。
次に、 DN A損傷及 び修復の 試験になり ますけれど も、 in vitro の試験に なります。 大腸
菌を用いたSOS試験及びDN A修復試 験の結果は、 陰性というこ とが出ており ます。
また、 不定期 DN A合成 試験に つきま して、 F344ラット 肝臓初 代培養 細胞を 用いた 試験
においては、2本報告がございますけれども、いずれも陰性と いう結果が出 ております 。
次に、 DN A損傷コメ ットア ッセイに なりま すけれ ども、 HepG2細胞、 C6細胞を用 いた
コメットアッセイ の結果は、いず れも陽性とい うことで、F B1に よるDN Aの損傷が 認めら
れたとの報告がございます。
また、ヒトリン パ球を用いた 姉妹染色分体 交換試験の結 果は、陽性 ということで ござい
ました。
次に in vivoのほ うにまいり まして、不 定期 DN A合成 試験につき まして、 F344ラッ トに
FB1、F B2を単回 投与した不定 期DN A合成試験の 結果は、いずれも陰 性ということ でござ
いました。
また、ラットを 用いたコメッ トアッセイの 試験につきま しては、腎 臓と肝臓にお いて、
腎臓においては 2日投 与群から、肝臓 では 7日投与群 において有意 なDN A損傷の増加 が確認
されたということでございます。
また、もう一 報、コメッ トアッセイ の結果の 報告がござ います。こ ちらも、F B1で コメ
ットアッセイを行 った結果 、投与量及び 時間依存的 なDN A損傷が認め られたという 報告で
す。
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次に、遺伝毒性の機序 ということで、資料 2－ 1に 戻っていただ きまして、細胞に 対する
毒性の機序について調べたものがございましたので、幾つか報告を整理 してござい ます。
1つが、細胞周期を調 節する遺伝子 である p53が正常な C6細 胞と、p53遺伝子を欠 損した
MEF細 胞、こちらにF B1を暴 露されると、いず れの細胞にお いても DN Aが酸化 した 8-ヒド
ロキシ-2’ -デオキシグア ノシンが認め られ、酸 化ストレスの 指標となる マロンジアル デヒド
の生成が認められたという報告がございます。
また、Caco-2細胞 にF B1を暴露さ れると MDAの増加 、タンパク 質及び DN A合成の 抑制、
DNAのメチル化及び断片化を誘導したという報告 もございます 。
また、DN Aメチル化を調 べる目的で、N RK-51E細胞、Clone9細胞 に精製F B1を 1～ 50µM
の濃度で暴露させ たところ、F B1は、ゲ ノム全体の DN Aメ チル化レベ ルに影響しま せんで
したが、 Clone9細 胞では、 がん遺伝 子である c-myc遺伝 子のプロ モーター領 域のメチ ル化
が増加した、また、両 細胞ともにが ん抑制遺伝子 である VHL遺伝子の プロモーター 領域に
メチル化が認められたという報告がございます。
また、 BAL B/3T 3細胞に 精製F B1を暴露し た形質転 換試験 の結果に つきま しては、 陰性
という結果がございます。
また、同様 に Bhas42細胞にF B1を 1～ 5µg/m Lの濃度 で暴露され る形質転 換試験の 結果、
濃度依存性のプロ モーション作 用が見られた が、イニシエ ーション作 用は認められ なかっ
た。
次、 11行 目以 降にな ります けれど も、 Fusarium 属 のか び培養 抽出物 を用い て、ポ スト
ラベル法により 、DN A付加体を検 出する試験の 結果は陽性で あり、オ リゴヌクレオ チドと
FB1を用 いて、エレクト ロスプレーイ オン化質量 分析法により、DN A付加体を検出 する試
験の結果は陰性で あった。JECFAにおきまし ては、F B1を 用いたポスト ラベル法では 、DN A
付加体は検出されなかったとあり、こちらは未公表データと記載されて おります。
培養抽出 物を用い たポスト ラベル 法試験で 検出され たDN A付加 体は、 Fusarium 属 が産
生するほかのかび毒によるものと判断されたとされております。
次に、 in vivo 試験になりま して、ラッ トにF B1を腹腔内 投与した試 験の結果、血 漿、肝
臓及び腎臓におけ るSa/ So比 が2日投与群から 増加したと。カタラーゼ活 性、カルボ ニル化
タンパク質及び MDA濃度へ の影響は 7日投与 群で有意に増 加したという ことで、著者 らは、
スフィ ンゴ 脂質 代謝 の阻害 が腎 臓の DN A損傷 に関 与し てい ると 考え たと報 告が ござ いま
す。
また、ラ ットにF B1を 5、 50、 500µg/ kg体 重の用 量で単回 投与して 、肝臓 を用いて 組織
学的検査や酸化ス トレスの指標 として、MDAなどを調べ た結果、アポト ーシス細胞の 数は、
投与量及 び時間 依存的 に増加 した と。た だ、 GSH及 び MDAの濃 度に影 響は見 られな かっ
たという報告がございます。
次のペ ージ、ラ ットに F B1を経 口投与 すると、 肝臓で は MDA及びP C濃度に 影響は なか
ったものの、腎臓ではMDA及びP C濃度 が有意に増加 したという報 告もございま す。
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これまでを総括 いたしますと 、以上のよう に、遺伝毒性 についてサ ルモネラ菌を 用いた
復帰突然変異試験 の結果は代謝 活性化の有無 にかかわらず 陰性という 結果が出てお ります。
ただ、 in vitroの 細胞を用いた 染色体異常 試験は陽性、 in vitro小核 試験は陰性と 陽性、

in vivo小核試験も 陰性と陽性 の結果が得ら れておりまし て、こういっ た結果が一致 してい
ない部分があると。
また、DN A損傷 と修復を指標 とした試験の 結果について も陰性と陽 性の結果があ るとい
うふうなことで、 知見を整理し たところ、こ ういった結果 になったと いうことでご ざいま
す。
説明のほうは、以上になります。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

ただいま、事務 局から調査事 業のほうで、 優先的に調査 していただ きました、フ モニシ
ンの遺伝毒性に関 する情報につ いて、収集さ れた情報の取 りまとめの 結果の概略を 御報告
いただきました。
事務局からの御 説明に対して 、御意見ある いは御質問が ありました ら、よろしく お願い
します。
合田先生、どうぞ。
○合田専門委員

もうこれは議 論されている かどうかとい うのは、ち ょっとわから ないの

ですが、フモニシンのB1とB2と B3で毒性が違 うのがありま すね。
特に資料 2－ 2の 1ペー ジ目の ところ でです。 プラス とマイナ スが出 ている 。これは 、何
か説明が ありま したか 。構造 から考 えると 、余り 考えに くいの ですけ れども 、水酸 基が 1
つついているか、 ついていない かですね。議 論というか、 文献上何か あったか、何 か説明
がどこかにされているかとか、情報がありますか。
○田中課長補佐

その違いにつ いて、今のと ころ、こうい った理由で というのが確 認でき

ているものはない のですけれど も、その部分 についてもど う考えるの か、考えるに 当たっ
て、こういった知 見が必要だと いうことがあ りましたら、 ぜひ、御意 見をいただけ ればと
思います。
○合田専門委員

1つ の可能性は 、サンプル のプレパレー ションをどう されていたか とか、

そういうところで、濃度の差とか、そういうのが意外と効いていたりす るのですね 。
だから、F B1が 多分一番メ ジャーだか ら、それで 出たという 部分は、多 分、濃度的 には
しっかりしている だろうと思う ので、ほかの ものの濃度が 、もしかし たら、しっか りして
いなかったのかも しれない。私 は、どうして もケミストな ので、そう いう構造の差 で、こ
んなことは簡単に出るかなと、やはり、非常に不思議です。
○宮﨑座長

合田 先生が 、今、お っしゃ ったのは 、資料 2－ 2の 1枚目 のとこ ろの、右 の文

献番号でいくと、226に相当するところの 。
○合田専 門委員

そうで す。 226に相当 すると ころで す。ただ 、それ だけな のですけ れど

も、そこだけが差 が出ていまし たね。差が出 ているという のは、何か あるのかなと 思った
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のですけれども。
○宮﨑座長

事務局、どうぞ。

○本山係長

本日、 文献を iP adで 御用意を しており ます。 御指摘の ありまし た226番 につ

きましては 、精製さ れたフモ ニシン B1、 B2、 B3を使って おり、汚 染飼料を 用いたも ので
はございませんの で、先生御指 摘のように、 汚染飼料中の プリバレン スの問題では ないと
思われます 。また、 考察など を見ても 、 B1、 B2、 B3がど うという 記載が見 当たりま せん
でしたので、そこ は、どういう ふうに考える べきか、ぜひ 、御議論を いただければ と思っ
ております。
iP adです けれども、起動し ていただき、下 のスライドロ ックを解除し ていただきま して、
右下にiBooksと いうオレンジ のアイコンが ございます。こ ちらをクリ ックしていた だきま
すと、文献の番号順に全 て入っており まして、今、御覧いただ きました資料 2－ 2の 番号の
順番に入っております。
資料 2－ 1と 資料 3につ きまし ては、 参照の番 号で整 理をして いるの ですが 、最後に あり
ます参照文献の一 覧のところに 、最後に シャープ番号 を記載してお りますので 、この iP ad
には、全てシャープ番号で入ってございます。
今、具体的に御指摘のありました、226番をお開きい ただけますか 。
○宮﨑座長

226の番号のところに行けばいいわけです ね。

○本山係長

はい。

○宮﨑座長

F B1とF B2は、シグ マから 買って、 F B3はプロ メック という会 社ですか 、そ

こから買ったということですね。
○合田専門委員

なるほど、普 通の試薬レベ ルなのですね 。そうする と、あそこの 水酸基

のポイントが、クリティカルポイントなのですね。
○本山係長

かもしれないと。

○合田専門委員
○宮﨑座長

なるほどね。

ほか の毒性のとこ ろにもかかわ ってきますけ れども、こ の構造のわず かな違

いが、フモニシン のグループの 中でどういう 影響をするか というのは 、遺伝毒性だ けでは
なくて、興味のあるところだと思いますけれども。
○川原専門委員

2カ所の水酸基がないと発現しないと。

○合田専門委員

ということらしいね。

今、構造式を見 たのですけれ ども、また、 ちょっと名前 が違ってい るので、後で 訂正し
ます。
○本山係長

ありがとうございます。

○合田専門委員

カルボキシル 酸と言わない で、カルボン 酸です。そ れから、ハイ ホネー

ションがちょっと違うので、後で訂正します。
○川原専門委員
○宮﨑座長

あと、ダッシュが抜けているのもありましたので、それも後で。

その ほか、今、御 説明いただき ましたフモニ シンの遺伝 毒性に関する 情報に
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ついて、御意見、御質問等ありましたら、お願いします。
議論としては、 今、概略を御 紹介いただき ましたけれど も、今、合 田先生からも 御指摘
をいただい た、フモ ニシン B1、 B2、 B3での違い 等の、今 後確認し ていく必 要がある 、そ
の事項、 それの 御指 摘もい ただき たいで すし、 今回の 情報で は、 Am es試験で 全て陰 性と
いう結果が文献情報ではあるということ。
一方では、染色 体異常は認め られるという ことと、あと 、付加体形 成は、明らか な論文
はないですけれど も、どうもな さそうだとい うようなこと があります けれども、こ の辺に
ついて、先生方の 御意見あるい は、もっとこ ういった情報 を収集して はどうかとい うよう
なことがございましたら、お願いしたいと思います。
いかがでしょうか。
○杉山専門委員

一点、事務 局のほうにお 願いがある のですけれど も、Am es試験の 結果、

これは、全部文献 情報を丁寧に 集めていただ いたと思うの ですが、で きれば、もし 、あれ
ばですけれども 、OECDのテ ストガイ ドラインに 準拠したデ ータが、あ ると非常に 助かる
のですけれども 。手元の 資料のものは 、全部 細かく見ると 、最高 用量とか 、株の種類 とか、
少し足りないものもなくはないのですね。
そういう意味 で、完全に そろったデ ータ、完全 にそろった というのは 、OECDテ ストガ
イドラインに準拠 したという意 味ですけれど も、それが、 あれば、非 常に助かると いう意
味で、もちろん、そこの点について調べていただけると、大変助かりま す。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

今、杉山先生か ら御指摘があ った事項につ いて、現時点 で、何か事 務局のほうで 情報は
あるでしょうか。
○本山係長

今回 、調査事業で 集めていただ いた文献です と、この情 報が全てです ので、

さらに新しい文献 なり、ガイド ラインに準拠 したものがあ るかどうか について調査 事業の
ほうで、再度確認をお願いしたいと思います。
○宮﨑座長

それ では、今、杉 山先生から御 指摘いただい た部分につ いては、調査 事業の

ほうで再確認していただくということでよろしくお願いします。
そのほか、いかがでしょうか。
先生、お願いします。
○熊 谷委 員

資 料 2－ 1の 3ペ ージ の JECFAの とこ ろの 記 載な ので す けれ ども 、 これ は、

2001年 ですので、もしかすると 、このポスト ラベルのデー タが、どこ かにありはし ないか
と思って、私も探 してはみたの ですが、ない のですけれど も、どなた か見つけてく だされ
ば、大変有力な証拠になるのではないかという気がしますので、よろし くお願いし ます。
それから、遺伝毒 性の機序とい うのは、発が んの機序とか なり重複す ると思います ので、
果たして、この場 所が適切なの かどうかわか りませんけれ ども、それ は、最終的に 調整す
ればいいと思うの ですが、ここ に書いてある こと以外に、 ヒストンを 修飾して、そ の結果
というようなもの も文献的には ありますので 、それも含め た形で、最 終的には、発 がんと
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いうところなので しょうけれど も、考察でき るといいので はないかと 思いますので 、それ
もぜひお考えいただければと思います。
○宮﨑座長

今、 熊谷委員から 御指摘をいた だきましたけ れども、フ モニシンがヒ ストン

に何らかの修飾をして、発がんにつながるというような論文が。
○熊谷委員

修飾という言葉が余りよくないですね。ヒストンをかえるということ です。

○宮﨑座長

そういう論文報告があるということですね。

その辺についても、現在、集まっている論文の中にあるのでしょうか 。
○熊谷委員

たしか、さっき見たら入っていましたので。

○本山係長

この 文章上にはな いのですけれ ども、234番の文 献に記載が、あと、405番に

も記載がございま すので、この 部分につきま しては、また 、調査事業 のほうで文章 に落と
していただくということでよろしいでしょうか。
○宮﨑座長

わか りました。た だ、ここは遺 伝毒性という ことなので 、この部分に 書き込

むかどうかという こともあると 思いますけれ ども、いずれ にしまして も、毒性全般 の考察
の中で、当然取り上げなければならない情報だと思いますので。
どうぞ。
○山添委員

杉山 先生にちょっ とお伺いした いのですが、 突然変異の 試験のときと か、染

色体異常、 in vitro のときでも、 代謝活性化 のあり、なし で差があって 、 in vitroの 試験で
は代謝活性化があ るときは、全てN Dにな っています ね。それと、 Am esがマイナス という
こと。それで ありながら 、2ページ目 のところの in vivoの小核 試験でプラ スにやって いま
すね。
普通考えれ ば、 in vitroの小核 でS9プラスで マイナス になると いうことは 、何らか の修
飾、構造的なもの かどうかわか りませんが、 フモニシンの 構造が変わ るなり、いろ んな変
化が起きると失活 してしまうと いうふうに考 えやすいので すけれども、 この in vivoの CF 1
マウスでプラスに なっていると いうことを、 どういうふう に考えたら いいのか、と いうこ
とについて、お教え願いたいのですが。
○杉山専門委員

正確なお答え ができるか 、わかりませ んけれども 、1つの考え方と して、

私が考えるところ は、 S9 m ix、マ イナスしか in vitroの 試験でプラス が出ない。 in vivoの
ほうも直接腹腔投与でポジティブになると。
これは、何らか の修飾を受け て代謝活性化 されたものに 反応すると いうことでは なく、
ダイレクトに細胞 内に、標的臓 器に取り込ま れて反応する ということ で、このフモ ニシン
B1の構 造、ネイ ティブ なものが 何らかの 反応を起 こすと考 えるべき ではない かと、 私は、
個人的には考えておりますけれども、お答えになっているでしょうか。
○山添委員

恐ら く、先生おっ しゃったよう に、もともと の構造がな いと、何らか の生態

との相互作用はしないという可能性がありますね。
それと、先ほど 、熊谷先生か らお話があっ たように、エ ピジェネテ ィクスのほう で、最
近ヒストンのモデ ィフィケーシ ョンがあって 、それと、実際 に vivo でDN Aメチレー ション
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が起きていますね 。もちろん、 恐らくタンパ ク質のメチレ ーションも 起きていると 思うの
ですけれども、そ うすると、そ ういうダイレ クトに遺伝子 を損傷する わけではなく て、二
次的に、染色体に 、あるいは細 胞周期で増殖 が起きている ようなとき に、いわゆる 正常に
レギュレートされ る細胞の分裂 ではなくて、 ヒストンに何 らかのモデ ィフィケーシ ョンが
起きて、異常な 形のものが できるような ことであって も、一応 、ここで 書いているよ うな、
いわゆるプラス陽 性に出たよう な試験で、陽 性になる可能 性があるの か、ないのか 、その
辺のところは、どうなのですか。
○杉山専門委員

今、先生が おっしゃった DN Aの一次構造 、配列に直 接アタックを せずに

in vivoの 小核とか、 in vitroでもい いのですけ れども、とい うことは、 今までの私 の経験
を振り返っても、別にないわけではないと思います。
少し議論が外れ てしまって申 しわけないの ですが、やは り、遺伝毒 性、特に、変 異原性
について、このフ モニシンがあ るのか、ない のかというこ とが最も遺 伝毒性を考え る上で
重要なポイントに なると思うの ですけれども 、現時点の手 元の文献調 査をいただい た内容
から判断するに、DN Aの一 次構造、配列に 直接アタッ クするという ことではなく、先生が
おっしゃるように、DN Aの メチレーシ ョン、もしくは ヒストンの修 飾の攪乱、こう いうも
のを介して、染色 体に異常を誘 発するという ものは、今ま で一般的に 言われている 、ミュ
ータジェンではな くクラストジ ェンというカ テゴリーに入 ると考える が、現時点で は、最
も妥当かなと、私個人としては考えております。
○宮﨑座長

よろしいでしょうか。ありがとうございました。

合田先生、どうぞ。
○合田専門委員

今の議論です けれども、や はり、構造か ら見ても、 多分、直接ア タック

する可能性は余り ないかなと、 ずっと思って いたので、多 分、先生が 言われたよう な、そ
ういうメカニズムだったらあり得るかなと思いますね。
○宮﨑座長

お願いします。

○吉田委員

発が ん性とのリン クというとこ ろなのですけ れども、今 回、肝臓と腎 臓とい

うことで、いかにもと、少 しは思うの ですが、実を申し 上げますと、N TPのデー タが、多
分ベースだと思う のですけれど も、腎臓を拝 見する限り、 片性しか発 生していない のです
ね。腎臓の腫瘍は ラットの雄だ け、マウスに はない。そし て、肝臓は 、なぜか雄に は出て
いなくて、雌だけ 、そして、そ のほかの病変 としては肝臓 の肥大が雌 雄に出ている という
ことで。腎臓には 、ほかの所見 が、特に強い 毒性というの が出ており ませんので、 かなり
初期のほうで、ア タックという のは、推測は できるのです けれども、 なぜ、雌に出 ていな
いか。
あと、肝臓につ きましては、 本当に、この 遺伝毒性が何 らかの影響 があって、こ の肝臓
に腫瘍が出たかと いうことにつ きましても、 少し先生方に あわせてお 考えいただけ るとい
いかなと、発がんの立場からは思っております。
○宮﨑座長

御指 摘、ありがと うございまし た。今後の議 論に生かし ていきたいと 思いま
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すけれども、事務 局から御説明 いただきまし た遺伝毒性に 関する情報 について、さ らに、
皆様から御意見、御質問がありましたら、お願いします。
よろしいでしょうか。
それでは、た だいま、御 意見、御質 問の中で、幾つか御指摘 をいただき ました。例 えば、
Am es試 験が OECDの ガイ ドライ ンに準 拠し ている かど うかと いう こと。 それ から、 論文
226番のフモニシ ン B1、B2、B3で、そ の結果が違う ことについ ての細かい情 報等、いろい
ろ御指摘い ただき ましたけ れども 、それ から、 JECFAの2001年 の報告以 降の DN A付 加体
についての考え方 等についての 御指摘とかが ありましたけ れども、こ ういったこと につい
ては、再度、事務 局のほうで知 見を整理して いただいて、 今後、次回 以降、毒性全 般をい
ずれにしても議論 をしていかな ければなりま せん。先ほど 、熊谷委員 から御指摘の あった
こと、それから、 吉田委員から 御指摘のあっ たことを踏ま えて、毒性 全般の議論の 中で御
審議いただいて、 遺伝毒性につ いても結論を 出していくと いうことで 、取りまとめ たいと
思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
事務局、どうぞ。
○本山係 長

申 し伝え 忘れた のです けれど も、今 月行わ れまし た調査 事業の 第 3回有 識者

検討会で、DN A付加体につ いては、 JECFAの見 解として Fusarium 属 のかびの培養 抽出物
を用いたポストラ ベル法では、 陽性であった という部分に ついて、フ モニシンが直 接反応
したもの では なくて 、ほか の Fusarium 属 のかび によ るもの だとさ れてい るの ですけ れど
も、これについて 調査会として どう考えるの かというとこ ろをぜひ御 議論いただき たいと
いう御意見がありましたので、お伝えいたします。
○宮﨑座長

わかりました。

資料2－1の3ペ ージの真ん 中辺ですね。培養抽出物 を用いた 3 2P -ポス トラベル法試 験で検
出された DN A付 加体は、 Fusarium 属が産 生する他 のかび毒 による ものと判 断された とい
うふうな表現にな っているので すけれども、 このことにつ いて、皆さ ん、いろいろ 疑問を
お持ちだと思いま すけれども 、私、個人 的にも、Fusarium 属 が産生する 、他のかび 毒で、
こういった DN A付加体を 形成するも のというのは 、思いつか ないのですけ れども、こうい
ったことについて の情報も含め て、今、事務 局のほうで確 認していた だければとい う意味
を含めて、先ほど、私、そういう発言をしたのですけれども。
山添先生、お願いします。
○山添委員

DN A付 加体は、 いわゆる厳 密な方法で の核酸を 、いわゆる HPL C/MSに かけ

て出したデータではなくて、一応、ポストラベルだけなのです。
ポストラベルな のですけれど も、初期のこ ろによくあっ た事例とい うのは、核酸 にモデ
ィファイしなくて も、実は 糖などのリン 酸部分を修飾 しても、実は、不 完全に切れた もの、
ヌクレースP 1で切る ときに、不完全で 切れると、移動度の 違うアダク トとしてスポ ットが
出てしまうのです。
あとからは、処 理の仕方とか 、いろんなこ とをして、そ ういう糖の リン酸等のア ダクト
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を外せるようにな っているので 信頼できるの ですが、とき として、そ のスポットと いうの
は出るのですよ、 32Pラベル法でやると。
だから、私は、 このフモニシ ンが何らかの 形でリン酸化 を受けるな どして、エス テル結
合して、糖鎖とな り、あるいは リン酸と縮合 してしまうよ うなことが 、たまたま処 理過程
にあった場合には 、後で両方、 二次元であれ ば、スポット として出る 可能性はある と思う
のです。
だから、実験そ のもののデー タでは検出さ れているかも しれないけ れども、核酸 のアダ
クトであるかどうかの判定はできていないというふうにも思うのですけ れども。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

JECFAの 2001年の報告 では、他のかび毒に よるというふ うな考察だ ったようです けれど
も、今の山添先生のお話だと、そういうことではなくて。
○山添委員

いや、 その可能 性もあり ますけれ ども、 昔、 3 2P -ポス トラベリ ングが始 まっ

たころというのは 、 Ram esh Guptaとか、あ の辺のときに 、私もいろ んなものを見 ていま
したけれども、そ ういうところ が一番きれい にするときに 問題だった という記憶が ありま
す。80年代の中ごろから90年代 にかけて。
○宮﨑座長

とい うことは、や はり、その付 加体の有無と いうのは、 マスのデータ が大事

だということですか。
○山添委員

やは り、厳密に核酸 に修飾した かどうかとい うことを判定 するには、や はり、

それが必要だと思います。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

事務局、調査事業のほうには、どういう形でお返ししたらいいのでし ょうか。
○本山係長

検討 会では、評価 書をまとめる ときに、調査 会としてど う考えたのか を記載

いただくというこ とで、調査事 業から出す調 査報告書につ いては、あ くまで試験結 果をそ
のまま記載するということになりました。
○鋤柄評価第二課 長

恐らく、 実際に評価を するというの は、また、 ことしの調査 が全部

終わって、いろん な各種のデー タが整理され たものをベー スに、また 、多分年度が 変わっ
てからになると思 いますが、こ の調査会で新 たに評価をと いうように 進んでいくの だと思
っております。
そういった意味 では、調査事 業のほうでは 、いろいろな 可能性につ いてきちんと 整理し
ていただくという ことが、まず 、大事だと思 っております 。多分、結 論というとこ ろまで
は、調査事業では 行かずに、デ ータをいろい ろ整理すると いうところ でよろしいの ではな
いのかと思っております。
○姫田事務局長

ちょっとつけ 加えると、調 査事業では、 一定のレベ ルで文献とか をとっ

てもらっております。
ただ、例えば、今、一番キ ーになるよう な in vivoの 小核の、これも 別に国にとい うわけ
ではないけれども 、チリのデー タなので、ま た、調査事業 から上がっ てきたもので もキー
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になるようなデー タについては 、先生方によ く見ていただ いてから、 もう一度評価 も進め
ていただかないといけない可能性があるのではないかと思っております 。
○宮﨑座長

御指摘ありがとうございます。

いずれにしまし ても、収集さ れた文献情報 の精査という のは、今後 、必要になっ てくる
と思いますので、ありがとうございます。
そのほか、御指摘ございますでしょうか。
それでは、遺伝 毒性に関する 知見について は、この辺で 終了させて いただいて、 いずれ
にしても、先ほど 申し上げまし たように、ま た、今後、調 査事業で追 加収集される であろ
う情報も含めて、 次回以降、毒 性全般の議論 の中で、皆様 に御審議し ていただくと いうこ
とにしたいと思います。
それでは、続き まして、フモ ニシンの毒性 発現機序に関 する知見に ついて、事務 局から
説明をお願いします。
○田中課長補佐

それでは、説明をさせていただきます。資料3を御覧くだ さい。

フモニシンの 毒性につき ましては、 JECFAや EF SAでは、 ウマでは、 白質脳軟化 症が見
られることや 、ヒトの疫学 調査において 、妊娠中 のフモニシン 暴露が神経管 閉鎖障害 、NT D
に関与する可能性があることがまとめられているところです。
第35回の 専門調査会に おきましても 、それら の毒性メカニ ズムであると か、フモ ニシン
の血液脳関門や胎 盤への移行性 についての知 見を優先的に まとめるよ う御意見があ ったと
ころです ので、 今般、 調査事 業にお いて収 集いた だいた 関連知 見につ いて、 資料 3の ほう
に整理いたしましたので、説明をさせていただきます。
まず、①といたしまして、フモニシンの細胞内への取り込みになりま す。
フモニシン B1は細胞 膜を通過する ことが示され ている。精製 F B1を24時 間、SNO細胞に
暴露させ、抗体を 用いて細胞内 取り込みを電 子顕微鏡で調 べたところ、 16 µMの濃 度で、
細胞質、核、ミトコ ンドリア及び 細胞膜に陽性 シグナルが見 られたとの 報告がござい ます。
次に、細胞内での毒性発現になります。
FB1は 、セラミド 合成酵素であ るスフィン ガニン（スフ ィンゴシン ）-N -アシル転 移酵素
を阻害するとされ ております 。セラミド の生合成に は、スフ ィンガニン（ Sa）とス フィン
ゴシン（ So）を介した経 路がございま す。こ れらのスフィ ンゴ脂質の 化学構造がフ モニシ
ンと似ていること から、フモニ シンは、競合 拮抗作用によ りセラミド 合成酵素であ るスフ
ィンガニン（スフ ィンゴシン）-N-アシル転移 酵素の阻害を 引き起こすと 考えられてい ます。
実験動物に フモニシ ン(F B1)を投与 すると、 セラミド 合成酵素 阻害作用 により、 急激に Sa
及びSoの 濃度が上昇し ます。こ のうち、特に Sa濃度が高値と なるため 、肝臓 、腎臓、血清、
尿でSa/ So比が 高値となるこ とが報告され ております。血清 中のSa濃 度や Sa/So比は、フモ
ニシンの暴露の指 標になること が家畜におい て示されてい るが、ヒトでは、これの 比がF B1
の暴露量指標として有用であるとのデータは得られていないところです 。
このような脂質 代謝異常とい うものがどの ように細胞に 作用するか 、そのメカニ ズムと
15

いうのは、まだ明らかになっていないところではございます。
FB1に よるスフィン ゴ脂質代謝 異常が、脂質を介し たシグナルに 関与し、アポトー シス、
ネクローシス、細 胞増殖阻害、 そして発がん 性に関連する と考えられ ている。また 、スフ
ィンゴ脂質は、細 胞膜の構成成 分であること から、その代 謝阻害は、 細胞膜の機能 を変化
させる可能性があるとの報告がございます。
次に、F B1によ るスフィン ゴ脂質代謝 の変化によ り、細胞膜 の機能阻害 が起こり、 細胞
膜上の葉酸受容体 を介した葉酸 の細胞内取り 込みが阻害さ れることが 報告されてお ります。
葉酸受容体を発現 している Caco-2細胞 に、精製F B1を 最高濃度 20 µg/m Lの濃度で添 加し、
葉酸の細胞内取 り込みが 調べられた 結果、 5-メチル テトラヒド ロ葉酸の取 り込み、こ ちら
葉酸は血漿中で 5-メ チルテトラ ヒドロ葉 酸として存 在して細胞 に吸収され るというこ とで
ございますけれ ども、この メチルテト ラヒドロ 葉酸の取り 込みがF B1濃度 依存的及び 暴露
時間依存的に阻 害されたと いうことで ございま す。F B1により 細胞のスフ ィンゴ脂質 量は
明らかに減少し ていたこと から、F B1が スフィンゴ 脂質の合成 を阻害する ことにより 、葉
酸の 取り 込 みが 抑制 され る 可能 性が 考 えら れま し た。F B1を 介し た 葉酸 取り 込 み阻 害が
NTDに関与しているとの仮説が提唱されているところでご ざいます。
次に、③血液脳関門の通過になります。
12日齢の SD雄ラッ トに、精製 F B1が、0. 8または 8 mg/kg体重の用量 で皮下投与さ れまし
た。投与後24時間 までの間に経 時的に脳組織 及び血液が採 取され、F B1、Sa及び So濃度が
測定されました。そ の結果、F B1を 8 m g/kg体重の用量 で投与した場 合、脳内に F B1が検出
され、いず れの投与 用量にお いても、 脳内 Sa濃度 及び Sa/So比とも に増加い たしまし た。
このことから、 F B1は血液脳 関門を微量 ながら通過 し、スフィ ンゴ脂質代 謝に影響を 及ぼ
すことが示唆されたとの報告がございます。
次に、④血液胎盤関門の通過になります。
妊娠15日 目のSDラ ット 2匹に 1 4 C-F B1を静脈内 注射し、注射後、1時 間後の分布を 調べた
結果、胎児から 検出された 放射能は無 視できる 量であり、 F B1は胎盤を通 過しないと 考え
られたとの報告がございます。
一方、妊娠のL M/ Bcマウスに、妊娠 7. 5日 目と 8. 5日目の 2回、5～ 20 m g/kg体重/ 日のF B1
を腹腔 内投与 する と、用 量依 存的に 胎児 にNT Dが見ら れた との報 告が ござい ます 。NT D
の予防効果を調べ る目的で 、F B1を投与し た群に葉酸ま たはガングリ オシド（GM1）を妊
娠マウスに 腹腔内投 与した 結果、葉 酸はNT Dの発症率 を79%から 50%に抑制 し、 GM1は、
同じく 79%か ら 5%に 抑制い たしまし た。著 者らは、 F B1を妊 娠初期に 腹腔内 投与する と、
胎盤及び胎 児に 1 4 C-F B1が検 出され たこと、 ただし、 こちら は未公表 データ でござい まし
て、データは記載されて おりません でした、また、F B1投与群 では胎児の Sa濃度が 上昇し
ていたことより 、母体毒性 とは別に、 F B1が未熟な 胎盤を通過 して胎児に 影響してい る可
能性が考えられるとしております。
また、同じ グループによ り、Soのリン 酸化物である スフィンゴ シン -1-リ ン酸（ S1P ）受
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容体とNT Dの関係 について調 べられてい る。F B1と同じ ような作用 を持つ S1Pの受 容体作
動薬である FT Y720を それぞ れ妊娠マ ウスに投 与する とNT Dが認 められ、 これは F B1も投
与しておりま す、それ で、NT Dが認 められ、 FT Y720は 、母体及 び胎児よ り検出され たこ
とが報告されて おります。 著者らは、 F B1は、 S1P受容体 を介してN TDに関与して いると
考えたとしております。
2011年の JECFAの 評価において は、動物試験の結 果、F B1が胎児か ら検出された 証拠は
なく、F B1は胎盤 を通過しな いと結論さ れておりま す。胎児毒 性、骨格組 織及び軟質 組織
の奇形といった生 殖毒性は、フ モニシンによ る母胎毒性を 介した二次 的な影響であ るとさ
れております 。また、 先ほど申し ました 2012年に公表 された論文 、FT Y720を用いた 研究
の報告に なります けれど も、こ ちらで は、FT Y720が胎 児から 検出さ れたこと は報告 され
ておりますけれ ども、F B1の 胎児分布に 関するデー タというの は、記載が ございませ んで
した。
このようにF B1投与 により、胎児 のSa濃 度の上昇やN TDの発生とい うエビデンス はござ
いますが、FB1の胎盤通過については不明な点 が多いという ことが言える かと思います 。
説明は、以上に なりますけれ ども、こちら の毒性発現の 機序につい て、調査事業 の検討
会でも御議論を いただいた ところ、今 回のデー タについて は、全てF B1に ついての実 験デ
ータというこ とでござ いまして 、F B2やF B3に ついての 知見とい うものが ないという こと
で、そういったF B 2やF B 3につい ての同様のデ ータがないか どうか、 Sa/ So比につ いての
データがないかど うか確認、検 討をしたほう がよいのでは ないかとい うような御意 見があ
りましたことを、あわせて報告させていただきます。
説明は、以上になります。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

ただいまフモニ シンの毒性発 現の機序につ いての調査の 概要につい て御説明いた だきま
したけれども、事 務局からの説 明について、 御質問、御意 見がありま したら、よろ しくお
願いします。
いかがでしょう か。血液脳関 門については 、どうも通過 しそうだと いうようなこ とです
けれども、胎盤に ついては、ち ょっとよくわ からないとい う状況、マ ウスですと、 胎盤形
成の、まだ、前半 の段階では、 関門が不十分 で通過するの ではないか というような 説明も
あったと思います けれども、こ の辺について 、皆様から御 意見あるい はこういった 追加の
情報が必要だとかいうことについて、いかがでしょうか。
合田先生、例え ば、先ほども 構造と活性の ことについて お話があり ましたけれど も、微
細な構造の違いが 、そういう血 液脳関門とか 、胎盤の関門 の通過ある いは細胞膜の 通過で
もいいですけれど も、そういった ことに影響 してくる可能 性というのは 、どうでしょ うか。
○合田専門委員

このF B1、F B 2、 F B 3のことを考え たときには 、多分、この 1個 の水酸

基のところで、そ んな差が出る というのは、 余り考えにく い。ただし 、先ほどの論 文を見
ましたら、最終オ ーダーのとこ ろで効く、効 かないという 数字だった のですね。先 ほどの
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フモニシン の B1、 B2、 B3の差 は、それ で、濃度 的なとこ ろが、振 っている ところが 、桁
で大きく書 いてい るわけ ではなく て、た しか 3と 10と いうので 、オー ダーが 変わって いる
わけでは なかっ たので 、水酸 基 1個の 差で、 そのぐ らいの 差はも しかし たらあ り得る かも
しれないなとは思 いました。基 本的に、ある 、なしという 言い方をし た場合には、 このぐ
らいの構造の差は 多分余り関係 ないだろうと 思うのですけ れども、最 後のところで 、出て
くるか、出てこないかというのは、このぐらいのことはあり得るかなと 思いました 。
今、実は全然関 係なくて、名 前がむちゃく ちゃ違ってい て、何を考 えてこの名前 をつけ
てあるのだろうと いうことばっ かり気になっ て、それで、 今、調べて いたので、余 り毒性
のほうの話ではな くて、私、正 しい構造と名 前を昔送った ような気が するのだけれ ども、
大昔に、違いましたか。
○本山係長

先生にいただいたものは、こちらに記載のある構造式です。

○合田専門委員

それだけです か、そこに SciF inderか何かで、こ れが正しいで すよと、多

分、構造式も名前 もつけたよう な気がしたの ですけれども 、つけてい ないですかね 、少な
くとも、ここに書 いてある名前 は、どこから 持ってこられ たかよくわ からないけれ ども、
全く考えられない名前だから。
○本山係長

今、先生が御覧に なられている のは、参考 資料 4の中間取り まとめ報告書（案）

かと思うのですけ れども、こち らの構造式は 、先生に以前 御提示いた だいたものを そのま
ま採用させていただいております。
○合田専門委員
○本山係長

構造式は、多分あっていると思うのですが、書いている名前が。

名前 等も含めまし て、多分、ま だこれから先 生方に御確 認いただくべ きとこ

ろが多々あるかと 思いますので 、お気づきの 点を事務局ま でお教えい ただければと 思いま
す。よろしくお願いいたします。
○宮﨑座長

委員 の先生方から 、いろいろ御 指摘があると 思いますけ れども、よろ しくお

願いします。
山﨑先生、お願いします。
○山﨑専門委員

先ほど吉田先 生もおっしゃ いましたけれ ども、毒性 のメカニズム 、発が

んを含めた、それ を今ありまし たけれども、 慢性発がん性 とか、それ にどうかかわ ってく
るのか、性差の問 題、ストレイ ンの問題、ス トレインとい うか種の問 題ですね、次 回から
だと思うのですけ れど、そこを 考えていかな ければいけな いのか、そ れに結びつく ことが
できるのかということを少し考えていかなければいけないなと思いまし た。
○宮﨑座長

ありがとうございます。

私個人的にも、 いろいろ動物 によって種差 といいますか 、ウマだっ たら脳軟化症 で、ブ
タだったら肺水腫 で、何でそう いう同じスフ ィンゴ脂質代 謝を介して いるというの であれ
ば、なぜ、そういう差が 出るのかとい うことも個 人的には興味 がありますけ れども、では、
それでヒトの場合 はどうなのか というところ も含めて興味 があります し、それは、 また、
いろいろ文献情報 等も集まって いく中で、毒 性の議論の中 で、総合的 に皆様から御 議論を
18

いただくことになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
そのほか、よろしくお願いします。
○東條事務局次長

先ほど、局 長から申し上 げた点と共通 するのです けれども、今 回の毒

性発現の 機序につ いてと いうこ とで、 資料 3で 、2枚紙ぐ らいで まとめ ていま すけれど も、
これに使った参照文献というのは10ほど裏に載って います。
これは、事務局の ほうで重要そ うだという ことで挙げて まとめてはい るのですけれ ども、
ここら辺について も、先生方の ほうで、本当 にこういう論 文、調査事 業の中から選 んだも
のでいいのかどう か、あるいは もっと違うも のが必要かど うかとか、 そういう点も ぜひま
た見ていただければと思っています。
それから、もう 一点、今の山 﨑先生のお話 とも共通する のですけれ ども、実験動 物のデ
ータから、やはり ヒトの健康影 響ということ を言わなけれ ばいけない ので、そこの あたり
が、今のこの論文 で十分なのか どうかとか、 そこら辺も少 し見ていた だいたほうが いいか
なと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。
○宮﨑座長

どうぞ。

○山添委員

この 3のところ の表で 、資料 3の 2ページ のところ で、③ の血液 脳関門の 追加

というのがあっ て、今、そ の論文を見 ているの ですが、そ このところ で、F B1は、血 液脳
関門を微量ながら 通過しと書い てありますね 。ところが、 もとのデー タを見ると、 検出さ
れていない、テーブル1で見ると。
○本山係長

244番の文献です。

○山添委 員

テ ーブル 1のとこ ろで、 脳内は 、血液 は出て いるの ですけ れども 、その よう

に思うのですが、154ページ の左の上にテ ーブル 1というの がありますね 。そこのとこ ろで、
フモニシンB1のところで。
○熊谷委員

AUCゼロと。

○山添委員

脳のところの2.004というもの ですか。

○熊谷委員

これはスフィンゴシンだから。

○山添委員

そうなのです。

○熊谷委員

そうすると、ここしかないのかな。

○山添委員

ここしかないのです。

○宮﨑座長

図2のほうで。

○山添委員

これを入ったという、なるほど。

○熊谷委員

これは、血漿を含んでいない脳組織と言えるかどうか。

○山添委員

そう なのです。だ から、すごく 低いですね。 それで、文 章としては、 あると

は書いていないで すね。どこか に書いてあり ますか、脳内 に通過する と。どちらか という
と、この論文は、 スフィンガニ ンとスフィン ゴシンが、濃 度が脳内で 上がるという 趣旨の
論文ですね。
○熊谷委員

ただ 、アブストラ クトの最後の 文章に、ダイ レクト・ア クション・オ ブ何々
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というふうに、 ダイレクト ・アクショ ン・オブ ・F B1・オン・ ザ・ドレイ ン、読むと する
と、ここかもしれないです。
○鈴木専 門委員

ディ スカッ ション のとこ ろの 3行 目のと ころに 、そう いった ことが 書い

てあるのでは。
○山添委員

なるほど、確かに、一応書いてありますね。

○宮﨑座長

いず れにしても、 この論文は、 かなり高濃度 に、大量に 投与したとき には、

微量、脳から検出 されるという ことで、熊谷 委員からも御 指摘があっ たように、脳 のサン
プルから血漿が完 全に分離でき ているのかと いうのは、も ちろん、議 論もあるかと 思いま
すし、いずれにし ても、今、東 條事務局次長 からも御指摘 がありまし たように、論 文につ
いて、その中身に ついて、委員 の先生方に精 査していただ いて、その データの確実 性等に
ついても、あわせ て確認してい ただいて評価 を進めていき たいと思い ますので、よ ろしく
お願いします。
そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
特に、さらに事 務局の御説明 に対する御意 見、御質問が ないようで したら、いず れにし
ましても、次回以 降、この毒性 の発現メカニ ズムについて 、さらに論 文情報がある のかど
うか、それから、 ヒトでの疫学 情報とか、動 物、ウマでの 白質脳軟化 、それから、 ブタの
肺水腫というよう な家畜の毒性 についても参 考にしながら 、毒性の議 論の中で審議 を進め
ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、この部分については、よろしいですね。
それでは、次に 、フモニシン の汚染実態調 査の結果につ いて、事務 局から御報告 をお願
いします。
○田中課長 補佐

それで は、資料 4、参考 資料 1、参 考資料 2を 御覧い ただけ ればと思 いま

す。
まず、 資料 4で すが、 これは 、調査 事業の 方で補 完的に フモニ シンの 汚染実 態調査 を実
施しておりました が、その結果 が取りまとま りましたので 、その結果 を整理したも のとい
うことになります。まず、資料4について説明をさせていただ きます。
過去にフモニシ ンの汚染実態 調査は、厚労 科研などでも 実施されて おりまして、 トウモ
ロコシ加工品でフ モニシン汚染 が多く見られ 、特にコーン グリッツや コーンスナッ ク、ポ
ップコーンで汚染頻度、濃度が高いことが、これまでもわかっています 。
今回の調査事業 におきまして は、コーンス ープと、過去 のこれらの 調査で実施さ れてい
ない小麦粉全粒粉 、玄米、ブド ウ果汁、ワイ ン、レーズン 、コーヒー 、オーツ麦を 主原料
とするシリ アル・グ ラノー ラについ てF B1、F B2、F B3の汚 染実態 調査を行 ったもの にな
ります。
ワインについて は、国産ワイ ンも含めまし て、赤ワイン 及びロゼワ インについて 汚染実
態調査を行った。
また、コーヒー は液体及び粉 末のものにつ いて汚染実態 調査を行っ たというもの になり
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ます。
分析法について は厚労科研に おける分析法 を参考といた しまして、L C-MS/ MS法 で定量
を行いました。定量下限についても、同等のレベルとしたということで ございます 。
試料については、1番に 対象試料、試料 購入地域及 び試料数とい うことで、全部 で8品目、
25検体ずつ検査を行ったということになります。
次のページ、結果概要ということになります。
さらに、その後、3ページ目以降が、個別の検体ごとの結果 ということに なります。
まず、コー ンスープ につきま しては、 フモニシ ン B1が 2検体検 出されてお りますが 、値
はいずれも2µg/kgと3µg/ kgとい う結果でござ いました。
小麦粉全粒粉からは、フモニシンはB1から B3、いず れも検出はさ れておりませ ん。
玄米につき ましては、 フモニシン B1が2検体検出 されており まして、値 としては 1µg/kg
と3µg/kgということでございま した。
ブドウ果汁につ きましては、全 ての検体に おいて、フモニ シンは検出 されておりま せん。
ワインつきまし ては、3検体 検出がされて おります 。値につき ましては 、1 µg/kgと 2 µg/kg
が2検体という結果となっております。
レー ズンに つき まして は、 フモニ シン の B2が 2検体検 出さ れてお りま して、 いず れも 1
µg/kgという結果となっております。
コーヒーにつきましては、検出はされておりません。
シリアル・グラノーラにつきましては、B1、 B2、 B3とも に検出がされ ております。
B1につ きましては 、7検体検出さ れておりま して、範囲 としまして は1～8 µg/ kg、フモ
ニシン B2につきまして は1～2 µg/kg、フモニシ ン B3は1 µg/kgという結 果でございま した。
こちらの結果、 調査事業の検 討会のほうで も御確認いた だいており ますけれども 、検討
会におかれまして も、陽性が出 ておりますけ れども、この 値というの は、極めて低 いと言
えるのではないかという見解をいただいております。
ただ、今後の評 価書の中で、 この結果をど のように記載 していくの か、陽性率と いった
ものをどのように 記載するのか については、 検討をしてい ただきたい という御意見 がござ
いました。
以上が、調査事業における結果になります。
この結果を踏ま えまして、こ れまでフモニ シンの汚染実 態調査、過 去にも紹介さ せてい
ただいたもの、参考資料 1、参考資 料2がございます けれども、こちら の中で汚染実 態調査
を実施しております。
まず、参考資料 1のほう が、2004年から 2009年、厚労科研に おいて食品 22品目中 のフモ
ニシンの汚染実態調査というものが実施されております。
このデータをも とに、1枚めく っていただき まして「 2.

暴露量の推 定に関する知 見につ

いて」とございますけれ ども、この中で、このとき 22品目 検査をして いるところな のです
けれども 、その 中で、 フモニ シンの 汚染が ある程 度認め られ、 摂取量 が全体 の 1％以 上の
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品目、コ ーンス ナック 、コー ンフレ ーク、 雑穀米 、ビー ル、ポ ップコ ーンの 5品目の デー
タを用いた暴露量推定というのが過去に行われております。
そ の 結 果 が 、 下 の 3行 に な り ま す け れ ど も 、 JECFAが 設 定 し た 暫 定 一 日 耐 容 摂 取 量
2000ng/kg体重/日を下 回っており 、日本人の ほとんどがフ モニシンの 暴露によって 健康影
響を受けることはないものと推定されたということになっております。
このときに実施 した実態調査 の結果は、最 後のページの 横紙につい ているところ です。
22品目調査が、2004年から 2009年度まで 実施されてい るところで す。
それ以降、2010年以降 も厚生労働省 のほうで、食品中の フモニシン 汚染実態の結 果につ
いて、参考資料2のほうで実施をしております。
コーンフレーク 、コーングリ ッツ、コーン スナック、ベ ビーフード 、雑穀米、ビ ール、
大豆ということで、汚染実態調査が引き続いて実施されているところで ございます 。
ただ、これらの その後の、厚 労科研以降の 厚労省の汚染 実態調査、 また、今般の 汚染実
態調査の結果につ きましても 、いずれも厚 労科研による 2004年から 2009年に実施さ れた汚
染実態調査の傾向 と大きく変わ るものではな いのかと、何 か特別に別 の品目で非常 に高い
値が出ているとか 、傾向が大き く変わるもの ではないのか なと考えて おりまして、 それを
踏まえた 上で、 暴露量 推定に ついて どうす るか、 1つは、 厚労科 研とい う中で 、暴露 量推
定が算出されてお りますけれど も、こういっ たものを用い るのかどう かについて、 御議論
をいただければと考えております。
説明については、以上です。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

ただいま事務局 から、今年度 の調査事業で やっておりま す、補足的 なフモニシン の汚染
実態調査の結果に ついて、それ から、参考情 報として、こ れまで行わ れてきた厚労 科研費
による日本におけ る食品中のフ モニシンの汚 染実態及び暴 露量推定に ついてという 厚労科
研費の結 果、そ の後、 5年間に わたっ て厚労 省で実 施され た食品 中のフ モニシ ンの汚 染実
態調査の結果について御説明いただきました。
事務局からの御 説明に対して 、御意見 、御質問 等ありました ら、よろ しくお願いし ます。
○合田専門委員

教えていただ きたいのです が、コー ングリッツ のフモニシン B1の 汚染実

態調査でグラフが 、参考資 料2の裏側のペ ージにありま すね。こ れは、何で 2007年か ら2010
年は高くて2009年が突出して高 いのかという のは、何か理 由があるので すか。
○東條事務局次長

ちょっと今 、きちんと調 べるところで すけれども 、恐らく、輸 入のト

ウモロコシの汚染 が、この年、 特異的に多か ったというこ とだと思う のですけれど も、そ
の原因は、恐らく アメリカの不 作だとか、病 害虫の被害だ とか、それ でかびが蔓延 したと
か、そういうこと ではないかと 思いますけれ ども、きちん としたデー タがあれば、 また、
御報告したいと思います。
○合田専門委員

2007年から 2010年までに、そこそこ高か ったというの は、毎年不 作とい

うことなのですか、それとも古いものが残っていたからとか、そんなこ とですか。
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私、実は 大昔、 1990年代に 自分で やってい たので すけれど も、高 い年もあ るけれ ども、
低い年もあるとい う感じで、こ んな集中的に 、あるところ からばっと 高くなるよう なピー
クになった記憶は ないので、こ ういうことが 起きるのかな と思ったの ですけれども 、高い
ときもあります。 だけれども、 低いときもあ るという感じ だったので すけれども、 特にコ
ーングリッツをや っていたので 、不思議だな と思ったので すけれども 、これは、ど こかが
毎年、毎年ずっと高い年が続いたということですね。
○東條事務局次長

たしか記憶 では平成 20年、2008年 前後ですね。非 常に不作な年 があっ

たと記憶している のですけれど も、正確なと ころは、また 、調べて御 報告したいと 思いま
す。2012年はひどかったですね 。
○合田専門委員

だからフモニ シンの汚染を するような状 況が、多分 、トウモロコ シはア

メリカですね。そ こで集中的に 何かあって、 それがあった から対策を とって、置い て戻っ
たとか、そんなことなのですかね。
○本山係長

ただ いま御指摘い ただいた部分 につきまして、第 34回の 調査会のとき にも同

じような御 指摘が ありまし て、 2008年のアメ リカの トウモロ コシの 作柄が悪 くて、 多分、
次の年も高かった のではないか ということ。また、今も ありましたが 、2012年ぐら いにも
悪かったので、動きを注視したほうがいいというような議論がなされま した。
その結果、厚労 科研費の後の データの部分 を注視して見 たけれども 、それ以降に ついて
は、そんなに高くないというような結果となっているという状況でござ います。
○宮﨑座長

いず れにしても、2008年 前後に、アメリカで トウモロコ シに赤かび病 が出や

すいような状況があったということのわけですね。
○合田専門委員

また、これは 、細かいデー タを見ていな いのであれ ですが、要す るに、

これは、それなり にｎ数がしっ かりあって、 こんなもので あるという ことは、年度 別のも
のに対しては考え てよろしいレ ベルのデータ ですか。数が すごくいっ ぱいあって、 非常に
全体的なところを 平均している と、これだと 言えるのです けれども、 その辺のとこ ろが、
nが少 ないと 、たま たまその ライン の部分 だけと いうこ とにな りますね 。要す るに、 こう
いうものの平均値 がどうかとい うリスクが発 生するのと、 それから、 多分、最大が 、少な
い年の10倍 ぐらいありま すね。その 10倍ぐらいあっ て、本当に代表し ているデータ なのか
というところは大丈夫ですか。
実は、 これも 自分の経 験で、 私がや ってい たころ は、余 りたくさ んn数がと れなか った
ので、これはいい のかなという 心配が昔あり ながらやって いたのです よ。どこがや られて
いるのか 、私は 知りませ んけれ ども、 その部 分の n数に 対して 、代表値 として 、これ が使
えるものなのかどうなのか、ちょっとわからないです。
○川原 専門 委員

そ れに 関連 して なの です けれど も、 これ を見 てい ます と、 2004年 から

2006年 までは、3年ごとに、恐らく 厚労科研は 3年タ ームで動いて きていますの で、このデ
ータだけでは常に 同じ方が同じ 条件でデータ をとっている のかどうか がわかりませ ん。別
の機関でとったデ ータが、ただ 載せられてい るとすると、 若干そこで 数字が変わっ てくる
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可能性もあるのか なと思います 。要するに、 常に同じ条件 で測定され たデータの蓄 積の値
が、こういう形に なったという ことであれば 、その年度 によって、確 かに 2007年か ら2009
年ぐらいは多いで すねというの はわかるので すけれども、 もし、測定 しているとこ ろが違
う状況で、バリデ ーション的な ところがちゃ んととれてい るのかどう かというのは 、ちょ
っと気になるところではあるのですけれども。
○宮﨑座長

事務局、お願いします。

○本山係長

まず 、1点目のサン プル数とい うことにつき ましては 、参考資料 1の最 後にエ

クセルのようなデ ータで厚労科 研のサンプル 数が載ってお ります。コ ーングリッツ につき
ましては、年によって8サンプルから15サ ンプルという 状況でござい ます。
厚生労 働科学 研究が 終わっ た後の 厚生労 働省の 調べに つきま しては 、参考 資料 2に 載っ
ておりまして、コーング リッツにつき ましては、年によ って 15サンプルから 20サン プルと
いう状況になっております。
もう一点、川原 先生から御指 摘があった点 につきまして 、同じ品目 であれば、継 続して
やっているというようなお話は聞いていたかと思います。
○宮﨑座長

事務局から、今、説明がありましたけれども、よろしいですか。

どうぞ。
○東條事務局次長

余りあやふ やなことを申 し上げるつも りはないの ですけれども 、よく

言われるの が、ア メリカ でGMのトウモ ロコシ が普及 していっ ていま すけれ ども、そ の中
で、ヨーロピアン コーンボーラ ーですかね、 芯を食う虫が いまして、 そういうのに やられ
ると、かびが 生えやすく なるというこ とがあって 、最近そ ういうのに対 する BTの入 ったよ
うなトウモロコシが相当ふえてきたということがあります。
ひょっとすると 、そういうの がふえたので 、余り害虫に よる被害が 起こらなくて 、かび
の発生も少なかっ たということ も、一部そん なようなこと も言われて いますので、 これ全
部がそうかどうか わかりません が、ひょっと すると、そうい うこともあ るかもしれま せん。
○宮﨑座長

BTト ウモロコシ のようなもの については、確 かに私もそ ういう文献を 読んだ

ことがありますけ れども、アフ ラトキシンを つくるアスペ ルギルスな どは、そうい う虫が
つくった傷から入 ってというこ とがあるみた いですけれど も、少なく とも赤かび病 につい
ては、また、菌の 入り方が違う と思いますの で、組み換え 作物とは関 係なく、気象 の要因
が大きいのかなと 思いますけれ ども、私も専 門家ではあり ませんので 、いずれにし ても、
その辺については 、もう少し何 か情報があっ たら、あるい は知見をお 持ちの先生方 がいら
っしゃいましたら。
○姫田事務局長

2011年から アメリカ飼料 穀物協会が、輸 出トウモロ コシについて データ

提供し始めている のです。です から、アメリ カ側のリスク 管理がある 程度きちんと いって
いるのではないか ということと 、2012年のと きは、全部ア フラトキシン をはかって 、アウ
トのものは出航さ せていないの ですね。です から、そうい う意味で、 アメリカ側の 管理が
進んだ可能性はあるかと思います。
24

○宮﨑座長

お願いします。

○合田専門委員

コーングリッ ツが、大体年平均 10検体、10個ですね。10というの はどの

10なのかな というのがわ からないので す。例えば、全国の輸入量 のところで、代表 的なコ
ーングリッツを適 切に、その数 にバランスよ く見て、10個だった ら、10もかなりよ いので
すけれども、例 えば、横 浜検疫所でた またま入った そのタイミ ングのときだ け10個 持って
こられると、その 10個で代表で はないのです。その 問題が、この手の モニタリング をする
ときにど うすべ きかとい うのは 、 90年代ぐ らいに 議論は したの です。 こうい うデータ は、
実はぱっと数字が ひとり歩きし てしまうのだ けれども、昔 は、厚労省 で全部やって いたの
で、そういう議論があ ったのだけれ ども、そこがうま く改善されて 10だっ たら、多分、す
ごく代表的なデー タだと思いま すね。そこま で、本当は情 報がつかめ ると、いろん な議論
ができると思います。
○宮﨑座長

サン プリングにつ いては、非常 に重要なとこ ろだと思い ますけれども 、事務

局、何か情報はありますか。
○本山係長

実態 から申します と、厚労科研 のデータは、 市場で流通 しているもの をただ

単に10サンプルとっただけです。
○合田専門委員
○本山係長

そうでございます。

○合田専門委員
○宮﨑座長

これは、購入したコーングリッツなのですね。

なるほど。

購入 したというこ とは、全国の いろいろな小 売店から集 めたというこ とです

ね。
ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。
事務局、どうぞ。
○本山係長

先生 方、足元に置 いております 、過去の調査 会資料とい うものに、今 の合田

先生の御質問に 、ご参考にな ろうかと思 われる資料が ございます 。第 35回の専門調 査会の
資料6－ 3に FAMICで実施された 、飼料として サンプリング されたもの についての検 査結果
が載っております 。とうもろこ しというとこ ろを御覧い ただきますと 、2009年と 2012年の
値が高いという傾 向が見られま す。です ので、あ くまで推定の 域を出ないも のですが 、2012
年については、飼料用と食用とで、リスク管理の影響があったのかもし れません。
○堀口委員

参考資料2のグラフは、平均値を書かれているのですね。

○本山係長

こちらは平均です。

○堀口委員

平均 値と書いてい ないので平均 値と書いたほ うがいいの かなと思いつ つ、参

考資料 2の表を 見ると 、調査数 が15から 20で、平 均を出す にも点数 としてぎ りぎりか なと
いう気がするのと 、最大値を見 ると、最大 値のぶれが 、例えば、平均値が 80台であっ ても、
最大値が 200、 300、 500に近いみた いな感じに なっているの で、ばらつ きがわかる ほうが
資料としては混乱しないのではないかと思ったのですけれども。
○合田専門委員

多分、マイコ の汚染は出る ときはどばっ と出てしま うので、ばら つきの
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普通の分布をする わけではない から、私は、 このデータで かなり十分 かなと思うの ですけ
れども、平均値は すごく大事だ けれども、ば んと高い値が どのぐらい 出るかという のは、
すごく情報としては大きいのですね。
それで、 SDをやっても n数の問 題があるので 、右側のほ うに普通はふ れるわけで すね。
普通、1つの値に収束するものではないですね。
○堀口委員

いや 、別に正規分 布をするもの ではないので 、その平均 にこだわらな いほう

がよくて、最大値 をきちんと見 ておかないと いけないから 、ひげでは ないですけれ ども、
あったほうが一瞬いいのかなと思ったのです。
という のは、各 年数に ほぼ 100％出て いるの ですね 、だから 出ない ものが 余りない とい
うことからすると 、これは平均 なのですけれ ども、平均が 棒グラフに なっていると いうよ
りは、ひげ図、幅がそれぞれに書いてあるほうがいいのかなと思ったの ですけれど も。
○宮﨑座長

先生がおっしゃっているのは、参考資料2の裏側のグラフです ね。

○堀口委員

そう です。グラフ を工夫すれば 、今のような 質問がクリ アーになるの かなと

思ったのです。
○宮﨑座長

御指摘ありがとうございました。

いずれにしまし ても、今後の議 論、評価書の 中にも取り込 むべき資料 かと思います ので、
表現法については、また、改めて事務局のほうで検討していただければ と思います 。
そのほか、御意見、御指摘等ありましたら、お願いします。
いずれにしまし ても、今日、 事務局からお 示しいただき ましたけれ ども、汚染実 態調査
については、平成 16年からの厚 労科研費の調 査、その後、それを引き 継いだ厚労省 での汚
染実態調査、それ から、今年度 補足的に実施 した汚染調査 がありまし て、暴露量の 推定に
ついては 、最初 の 6年間 の厚労 科研費 で暴露 量の推 定が行 われて いるの ですけ れども 、そ
の後の汚染実態調 査、厚労省の 実態調査につ いては、厚労 科研費で行 われた汚染実 態調査
と大きな差はないということだと思います。
それか ら、今 年度行 った補 足的な 汚染実 態調査 につい ては、 先ほど 、資料 4ですけ れど
も、事務局から説 明があったと おり、非常に 検出頻度も低 くて、濃度 も低いという 状況で
あるということでございます。
ということで、 現在ある情報 から判断する と、厚労科研 費で行われ た暴露量推定 という
ことを使って、今後の評 価におきまし ても、平成 16年から 26年度に行 われた厚労科 研費で
の暴露量推定を使 っていくとい うことが妥当 かなと思うの ですけれども 、この辺につ いて、
委員の先生方から、改めて御意見をいただければと思います。いかがで しょうか。
いずれにしても 、厚労科研 費のところの 結論としては 、JECFAが設 定した暫定一 日耐容
摂取量、2, 000 ng/kg体重/日 というのを 99パーセ ンタイル値、7歳以 上の階層でも、かなり
下のレベルであるという結論になっていますけれども。
よろしいでしょうか。
ありがとうござ います。御意 見ないようで したら、汚染 実態調査、 それから、暴 露量推
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定のところについ ては、ただい ま私が申しま したように、 厚労科研費 の結果を本調 査会と
しても用いていくということにさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
それでは、続い て、評価書、 骨子案に沿っ た形での中間 取りまとめ の報告書がま とめら
れていますので、中間取りまとめの概要について、事務局から説明をお 願いします 。
○田中課長補佐

それでは、説明をさせていただきます。

1枚紙の参考資料3と、参考資料4を御準 備いただけれ ばと思います 。
参考資料 4が、今般 、調査事業で の中間取り まとめ報告書（案）とい うものになり ます。
こちらに つきま しては 、参考 資料 3で 、既に 調査会 でも御 確認い ただい ており ますけ れど
も、フモニシン評 価書の骨子案 、こちらに基 づきまして、 調査事業の ほうで知見を 整理し
ていただいたという内容が、参考資料4というものになります 。
非常に大部にな りますので、 簡単に項目を 御説明させて いただきま す。こちらは 、まだ
中間取りまとめと いう状況では ございますの で、今後さら に内容につ いて、先生方 から御
意見をいただいて、さらに精査をしていく予定となっております。
では、 開いて いただ きまし て、目 次がご ざいま して、 4ページ 目から 、まず 、背景 の経
緯のところを記載しております。
フモニシンがみずから評価案件として決定した旨が記載されておりま す。
その次、4ペ ージ目の 2とい たしまして、現行 規制で、現在、フモニ シンは国内の 基準値
等が設定されていないという状況が記載されております。
また、（ 2）の 諸外国 の規制 というこ とで、 コーデ ックス のでフ モニシ ン B1、 B2に つい
て、未加工のトウ モロコシ及び 、粉のひき割 りに対する最 大基準値が 設定された旨 、記載
されております。
また、EU、米国の基準値についても、5ページ 目のほうに 記載をしてお ります。
6ペー ジ、評価対象 物質の概要と いうことで 、フモニシン については 、A、B、Cや P群な
ど、これまで15種類のフモニシンの報告がされてい るということ です。
そのうち 、安全性 が問題に なるのが 、フモニ シン B1、 B2、 B3と いうこと で、世界 中の
トウモロコ シから高 頻度、 高濃度に 検出さ れ、その うちF B1が 最も多く 、F B2、F B3と続
くとされております。
18行目 から、フモ ニシン B1、 B2、 B3の 化学名、分 子式、分 子量などを 記載してお りま
す。こちらは、後 ほど、多分御 指摘をいただ く部分なのか もしれない のですけれど も、現
在、このような形で整理をしています。
8ペー ジ、3といたしまし て、産生成物 ということで 、産生菌につ いてF B1などの 産生菌
が記載をされております。

Fusarium の verticillioidesや、 proliferatum など が主な 産生菌 として 定義さ れてい ます
という旨が記載されています。
また、9ペー ジ目の Fusarium 属かび 以外では 、Alternaria alternata もフモニシ ン Bの産
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生が報告されている。
また、最近 Aspergillus nigerによるF B2の 産生が報告さ れていると いう記載がさ れてお
ります。
また、 Fusarium 属 のかびの一般 的な Fusarium 赤かび病 と同様に重 要な穀類の疾 病であ
るトウモロコシ穂腐れ病の病原菌であるという記載もされております。
9ペー ジの 29行 目から安全 性に関する知 見の概要とい うことで、ま ず、1といたしま して、
実験動物等におけ る体内動態、（ 1） 吸収、分布 、代謝、排泄 について記載 して お り ま す 。
①の吸収とい うことで、 こちら実験 動物を用 いて、最初 はブタを用 いた知見、 F B1の吸
収率が3.9％であったと いうような知 見の部分、また、次に ラットについ ての知見、ここで
は肝臓、腎臓 にF B1が分布し ていたという ことで、代表的な AU Ctissue/ AU Cplasm aが 2. 03
及び29. 9であ ったことと いうことで 、肝より腎に 分布してい ると考えら れたという 報告が
記載されています。
また、経皮吸収性 についてはみ られなかっ たという報告 があるという ことでござい ます。
分布については、 16行目か らラットでの 分布というこ とで、F B1の腎 臓や肝臓への 分布と
ともに、スフィンガニンの上昇が認められた報告が記載されております 。
排泄の部分、胆汁へ の排泄、また、尿中へ の排泄といっ たものが実験 動物と、 12ページ
目に行きますと 、ヒトでの尿 サンプルをと ったものにつ いてのF B1の検 出状況につい ても、
こちらの知見がございましたので、記載がされているところです。
12ページ の14行目「（ 2）酵素及 び他の生化学 的パラメータ への影響」ということで 、フ
モニシンの毒性に 、先ほど説明 いたしました 、スフィンゴ 脂質生合成 経路に重要な 役割を
担うセラミド合成 酵素の阻害が 大きく関連し ているという ことが明ら かになってい る旨、
記載がされております。
その後、こ の毒性につ いて、 JECFAの意見書の 記載であ るとか、 また、次の 13ペ ージ、
3行 目に、 フモニ シンの 発がん 性につ いて、 スフィ ンゴ脂 質代謝 への影 響が関 連する 可能
性が示唆される報告があるという記載もございます。
その下の図 1が、フモ ニシン B1によ るセラミ ド合成阻 害作用に ついて図示 をしたも のも
入れられてございます。
次に（3）で、これらの体内動態のまとめを記載されている ところでござ います。
次に14ペ ージ目に行 きまして「 2.

実験動物に おける毒性 」というこ とで、急性 毒性と

いうことで、6行目で「精製 F B1の単回投与 による致死を 示す研究は なかった」とい うこと
で、マウス、ラッ ト、ウサギ、 ブタに関する 急性毒性の試 験を整理し ていただいて おりま
す。
また、17ページ 目にまいりま して、（2）で亜 急性毒性の 試験で、まずは、精製フ モニシ
ンB1を用いた知見といたしまして、マウスを用い た知見。
次に、19ページに行き まして、ラッ トを用いた知 見、さらに 20ペー ジでウサギを 用いた
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知見、21ページで ブタを用いた 知見、また、21ペー ジの 18行目で培養 物を用いた知 見とい
うことで、マウス 、ラット、ウ サギ、ブタ等 について、ウ マとその他 、そういった 知見に
ついても整理をしております。
26ペ ージ目 の（ 3）に 慢性毒 性・発が ん性と いうこ とで、こ れまで 確認さ れている 知見
を整理してございます。
26ペー ジ目の 35行目か らは、 IARCに おいて 2002年にF B1の発 がん性に ついて結論 を出
しているというこ とが、27ペー ジの 1行目、 2行目に総合 評価として、F B1は、人に 対して
発がん性があるか もしれないグ ループ 2Bというこ とで、結論づけて おりまして、その 後も、
グループ2Bの結論は変わっていないという状況で ございます。
また、 28ペ ージ目か ら（ 4） といたし まして 生殖毒 性の記載 を、マ ウス、 ラット、 ウサ
ギ、ブタ、また、 in vitroの知見を整理しております。
また、33行目 から遺伝毒性 の知見です。こち らは、現在、記載さ れているもの から、今
回資料としました のは、さらに 検討会での意 見なども踏ま えまして、 修正したもの を今回
の資料 2と して準 備して おりま すので 、こち らにつ いては 、今後 、記載 につい て修正 予定
としております。
さらに 37ページ目から（6）で神経毒 性といたしま して、40ページの（ 7）で免疫 毒性と
いう整理にしております。
46ページ 目から毒性発 現の機序を記 載しまして、最後、まとめ という形で 、48ペ ージ目
にまとめとしております。
49ページ 目から「 3.

ヒトにおけ る知見 」ということ で、
（ 1）で各国 における暴露 量と、

フモニシンの暴露量について各国ごとの情報を整理しております。
また、52ペー ジ目の「（ 2）疫学研究」とい うところで、成長 遅延、神経管閉 鎖不全、食
道がんに関する研 究があり、そ れぞれについ てまとめたと いうことで 、①としまし て成長
への影響、フモニ シン暴露が成 長遅延に関連 することに関 する知見、 また、神経管 閉鎖不
全、南テキサス地方において発生したNTDの関連する知見 が記載されて おります。
また、53ページ で、中国における食 道がんの知見、高リ スク地方と 低リスク地方 におけ
るコーン中のFB1、FB2の分析がされ たという知見 についても記 載がされて おります。
54ページ目、（3）としまして、ヒトにお ける知見の まとめをして おります。
さらに 、 55ペー ジ目か ら諸外 国にお ける 評価と いうこ とで、 JECFA、 IARC、 EF SA、
オランダ、ノルウェーについて評価の内容を記載しております。
5番目か ら暴露 評価と いうこ とで、 日本に おける 汚染実 態とい うこと で、こ れは、 既に
厚労科研の記載や 、あとは、こ の調査事業で 実施したフモ ニシンの汚 染実態調査の 結果を
入れております。
63ページ で、加工調理によ る影響という ことで、知見を整 理して、最後に、これ は調査
会として最終的に 取りまとめる 場合に記載さ れる食品健康 影響評価と いう形で、今 、項目
ごとに整理されております。
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また、65ページから は、前回 御審議いただ いたマスクド フモニシの 知見について 整理を
しているものになります。
駆け足で大変恐 縮ですけれど も、今の段階 の中間取りま とめとして 、こういった 形で御
整理いただいております。
項目立てである とか、取りま とめの方向性 などにつきま して、もし 、御意見がご ざいま
したら、ぜひいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

事務局から、今 、中間取りま とめ報告書（ 案）について 御説明いた だきました。 かなり
中身のあることで すし、細かい ところ、なか なか御指摘と いうのは難 しいかもしれ ません
けれども、お気づ きの点、それ から、全体の 取りまとめの 方向、方針 、内容等につ いて御
意見がありましたら、よろしくお願いします。いかがでしょうか。
特に、御意見、御質問等ございませんでしょうか。
熊谷先生、お願いします。
○熊谷委員

もし かすると、文献 の中に入っ ているかもし れないのです けれども、ウ マで、

心臓循環器系に対 する影響を調 べて、それの 記載が抜けて いるのでは ないかと思っ ている
のが1点。
それから、ブタ の肺水腫につ いて、やはり 、循環器系の 影響の二次 的な毒性とい うこと
を記載した文献が、もしかすると、抜けているかなというのでよろしく お願いしま す。
ほかも精査すれ ば、いろいろ あるとは思っ ているのです が、今、と りあえず、気 づいた
点です。
それから、表現で ちょっとよく わからないの ですけれども、33ペー ジの 12行目で「 DN A
付加体生成が認め られ」と書い てあるのです が、この方面 は、余り私 、詳しくない のです
けれども、果たし てこの記載が いいのかなと 。これは、酸 化ストレス のインディケ ーター
ですね。なので、それがちょっと気になります。
それから、34ペー ジの 25行目で「したがって 、F B1が発 がんイニシ エーション活 性を有
する証拠はなく」 と書いてある のですが、南 アフリカのマ ラサスのグ ループが、彼 らの実
験結果をイニシエ ーションとい う表現を使っ ているのがあ りますので 、ここは、ち ょっと
何か補足が必要かもしれないと思います。
ちょっと気がついた細かい点なのですけれども、以上です。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

どうぞ。
○吉田委員

今、 事務局が御説 明いただいた 取りまとめの 大体の流れ のことが、き ょうは

どうしても先生方 に議論してい ただくと、内 容の細かい点 は、また次 回までという ことで
よろしいのですか。
では、私は専門が 毒性なので、生殖発生毒性 の一部にも神 経に対する 影響が出てい るし、
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神経毒性のところ にも、お母さ んに投与して 、子供に対す る神経毒性 、ちょっと混 ざって
いるようなところ があると思い ます。むしろ 、マターナル 経由の研究 については、 生殖発
生のところにまとめていただいたほうが、わかりやすいのではないかと 思う点か 1点。
それと、先ほど熊 谷先生がおっ しゃった 33ページの 遺伝毒性の、34ページ の16行 目から
20行目のこ とというのは 、これはが んに関する ことで、遺 伝毒性の項 目に記載すべ きとこ
ろではないと思い ます。これは 、発がんのほ うなり、発が んの機序研 究みたいなと ころが
あるならば、そのよ うなところに 入れていた だくべきでは ないかなとい うように思い ます。
また、非常に細 かいところで すけれども、 いろいろ毒性 に関する所 見のところで も、普
通は、こう訳さな いというとこ ろがありそう なので、それ は、また事 務局にお知ら せしま
す。
○宮﨑座長

細か い点、お気づ きの点は、先 生方もお気づ きの点があ りましたら、 事務局

のほうへ、ぜひ御 連絡いただけ ればと思いま すが、この場 でお気づき の点、あるい は全体
の取りまとめ方針 、これについ て現時点でお 気づきの点が ありました ら、よろしく お願い
します。
合田先生、お願いします。
○合田専門委員

相変わらず、 元のデータの ところにひっ かかってい るのですけれ ども、

あるデータでしか やりようがな いので、ここ にある厚労科 研費のデー タでやるとい うのに
は賛成なのですけ れども、コーン グリッツが汚 染率 100％ で、平均値が 196. 5とかっ ていう
のが出ますね。
これは、日本 以外という か、米国と か、そう いうところで やられてい るデータがあ って、
そこと同じような 結果であれば 、このデータ で私はいいと 思うのです けれども、コ ーング
リッツというのは、非常に細かい ものがたく さんあって、い ろんなもの を混ぜ込めま すね。
だから、 汚染率 は絶対 高くな るので すね。 それは 、明ら かに、 1個でも 混ざっ たらい きま
すね。
それから、数値 の場合には、 最大値が出て いるから、こ の最大値自 身が、たまた ますご
く汚染が高いので、それを引っ張ってきているかもしれないのです。
それで、コーン スナックも同 じように混ぜ て、小さく、 コーングリ ッツから材料 にする
方も、そうなるか もしれないの ですけれども 、数値が低い ものという のは、確率の 問題で
数値が低くなると いうか、生ト ウモロコシな どは、絶対に 普通に持っ てくるから、 そのホ
ールのものを持ってきてしまえば、出てくる確率は、まずないですね。
それから、コー ンスターチは 洗うから、こ れも多分出な いだろうと いうのは、か なり確
率として、もうで んぷんになっ てしまってい るので、ない のです。表 面のところに 汚染さ
れますから。
だから、最後に 結論を持って くるときに、 具体的にデー タから、最 後、どのぐら いヒト
の摂取量がどうで とかという推 論をするので 、一度、ほか の国の汚染 も、こういう データ
が出ているかどう かというのを 調べていたほ うが安心でき るかなと思 います。汚染 率の問
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題は説明できるの ですけれども 、最大値の問 題は、平均値 の問題は、 このぐらいの ところ
でいくかというこ とで、この話 はかなり影響 がありますね 。だから、 一般則として 、こう
いう話であれば問 題ないのです けれども、た だ、日本のデ ータの中で やってしまう と、ち
ょっと気になります。
以上です。
○宮﨑座長

事務局、今、何か手持ちの情報はありますか。

○本山係長

たび たびで恐縮な のですが、過去の 専門調査会 資料の 35回、資料 7で、JECFA

でまとめられてい るデータがご ざいます。食品に含まれ るフモニシ ンの B1のデータ 、トー
タルフモ ニシン 、 B1、 B2、 B3ですね 。そ れと飼 料中の フモニ シン B1、 B2、 B3のレ ベル
についての 記載はご ざいます 。コーン グリッツ の値はな いと思う のです が、 Maizeの 部分
が参考となる値なのかなと思いましたので、御参考までお伝えいたしま す。
○姫田事務局長

ちょっとわか らないのです けれども、これは、Maizeと書いてある のと、

下にSweet cornがあるので、 ひょっとした ら Maizeは、デ ントコーン の穀物だけ言 ってい
て、Maizeは、 いわゆる 缶詰に 入ってい るコーン の類は下 のほうか もしれま せん。ち ょっ
と、これだけでは読み切れないですけれども。
○合田専門 委員

そ うですね 。 Maizeの サンプル 数もむち ゃくちゃ 多いから 、それは 、マ

キシマムは高くなるだろうなと思いますけれども。
○宮﨑座長

いず れにしても、 海外の汚染状 況については 、こういう 情報があると いうこ

とですけれども、 こういったも のも評価書の 中で取り入れ て議論した ほうがいいと いうこ
とでしょうか。
○合田専門委員

いや、ほかの ところと同じ ようなことで あれば、こ の数字を信用 できる

というか、最後、 基本的に出て くる影響は、 コーングリッ ツからのデ ータが一番影 響あり
ますね。要するに 、コーングリ ッツの数字が 高くて、コー ングリッツ の件数が高く て、そ
こでどういうヒト の推定暴露量 とか、そこに もろに効いて くるので、 コーングリッ ツが、
こんなものだねと いうのが、そ れなりに何か 確認ができる と、すごく 信頼度が高い データ
になるかなと思うのです。
コーングリッツ のことが一般 則であるかど うかというこ とが、要す るに、一般的 にこの
ぐらいのものであ れば、問題な いと思うので すけれども、 本当に、コ ーングリッツ という
のは、高いものが 、このぐらい の割合で出て くるのだとい う話であれ ば、問題ない と思い
ますが。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

そうしましたら、 35回の資 料には、こういう 情報はありま すけれども、その ほかに、海
外での汚染状況に ついて、何か 参考になる資 料が入手でき るのかどう か、ちょっと 事務局
で御検討いただい て、また、次 回に、もしお 示しいただけ るようでし たら、お示し いただ
いてということに したいと思い ますけれども 、事務局、そ ういうこと でよろしいで しょう
か。
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○本山係長

はい。

○宮﨑座長

では、お願いします。

そのほか、いかがでしょうか。
どうぞ。
○合田専門委員

あと、今、たまたま 35回とい うので、私が出て いないときだ から、私は

訂正しよう がなかっ たのです けれども 。ここは 、水酸 基、 Oがみん な入って いないの で、
それで、もう一回 新しいのを送 ります。これ はみんなエス テル結合し ているところ が、エ
ステルになっていないのです。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

今、合田委員か ら御指摘のあ った点につい ては、改めて 事務局のほ うで確認をお 願いし
ます。
○合田専門委員

もう一回出し 直しますから 、私しか多分 、訂正する 人はいないの だろう

と思うから。
○宮﨑座長

では、合田専門委員、よろしくお願いします。

それでは、そのほかに、いかがでしょうか。
山﨑専門委員、お願いします。
○山﨑専門委員

ちょっと流れ を確認したい のですけれど も、これは 、きょう、中 間取り

まとめの報告書と して出されま したが、これ をこの専門調 査会で、こ れに対しての コメン
トを出す という ことで すね。 それで 、 3月に 最終的 な報告 書が出 ると、 それが 次の段 階で
は評価書になると いう流れでよ ろしいのです かね。という のは、これ を見た場合、 イージ
ーミスがいっぱい あるのですね 。だから、そ こらあたりを 、これを出 すときには、 これを
依頼したところと 、事務局と協 議して、これ が出たのでは ないわけで すね。どうい う流れ
になっているのかなと思って、この参考資料4です。
○宮﨑座長

どうぞ。

○本山係 長

参 考資料 4につき まして は、あ くまで 調査事 業で出 てきた ものそ のまま です

ので、先生御指摘 のように、例 えば、構造式 とか名前にし てもそうな のですけれど も、間
違いなり、誤字なりも、あろうかと思います。
これは、あくま でニュートラ ルな知見を集 めたものとい う整理にな ろうかと思い ますの
で、単純な誤記で すとか、間違 いについては 、事務局にお 知らせいた だけましたら 、事務
局から伝 えさせ ていた だきま す。専 門調査 会とし ての見 解は、 調査報 告書が 3月に取 りま
とめられてから、 調査会でつけ 加えていって 評価書にする という形で いかがかなと 考えて
おります。
○姫田事務局長

そうではなく て、これは、 あくまでも資 料ですので 、これは資料 として

受け取っていただ ければと思っ ています。専 門調査会では 、別途きち んとした評価 書をつ
くっていただくと いうことで、 もちろん、こ の中にあるデ ータを全部 お使いになる 必要も
ないし、これから 、別途さらに データを入れ ることも当然 あると思い ますが、これ をたた
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き台ということで はなくて、あ くまでも、こ れは資料とし て見ていた だくというこ とだと
思います。
ですから、この 中間取りまと め報告書は、 専門調査会が 何ら責任を 負われるもの ではな
いのですが、一般 論として、先 生方として見 苦しいところ があったら 、事務局のほ うに御
意見をいただければということでございます。
○宮﨑座長

局長 から補足をい ただきました けれども、そ ういうこと で、皆さんか ら御意

見、御指摘がありましたら、よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。
どうぞ。
○渡辺専門委員

細かいことは 、ちょっと個 別に事務局の ほうにお伝 えすればいい かなと

思うのですけれど も、8ページ目 から 9ページ目 の産生生物の ところで 、ちょこちょ こ複数
カ所、例えば 、私は 分類が専門な ので、すごく気にな る部分があ ったり 、種類が混同 され、
明確では ないと か、参 照文献 5に関す るくだ りのあ たりと かは、 ちょっ と記述 が余り 正確
ではない ので すけれ ども、 そも そもこ ういう Fusarium 属菌 の分類 に関す る、 ずっと 議論
されている問題と かは、余りこ の書類の中に は必要ないの ではないか と思われる記 述が、
結構たくさんある ので、あとで 、このあたり と具体的にお 知らせした いと思うので すけれ
ども、結構要らな いかなという ものがたくさ んありますの で、ちょっ とお知らせし ておこ
うと思いました。
○宮﨑座長

ありがとうございます。

いずれにしても 、この調査事 業のほうの報 告書について 、姫田局長 からは、見苦 しくな
い範囲という表現 をされました けれども、そ ういうことで 、皆様、お 気づきの点が ありま
したら、事務局の ほうへお伝え いただいて、 事務局から、 こちらの事 業主体のほう へ伝え
ていただくということにしたいと思います。
よろしいでしょうか。
この場で、特に 、さらに御意 見がないよう でしたら、こ の中間取り まとめの報告 書につ
いての審議は、これで終わりたいと思います。
本日、予定されていた議事については、一とおり御議論いただきまし た。
事務局のほうから、何か追加の案件はありますでしょうか。
○田中課長補佐
○宮﨑座長

特にございません。

ありがとうございました。

それでは、本日の審議は、以上とさせていただきます。
次回につきまし ては、日程調 整の上、事務 局からお知ら せするとい うことになる と思い
ますので、よろしくお願いします。
本日は、どうもありがとうございました。
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