食品安全委員会第594回会合議事録

１．日時

平成28年２月９日（火）

２．場所

大会議室

14：00～15：10

３．議事
（１）食品安全基本 法第24条の規 定に基づく委 員会の意見 の聴取に関す るリスク管理 機
関からの説明について
・添加物

１案件

食品、添加物等の 規格基準の改 正について（ 「水素イオン 濃度調整剤と して用
いられる二酸化炭 素」に係る「 生食用鮮魚介 類」、「生食 用かき」及び 「冷凍
食品」の加工基準の改正）
（厚生労働省からの説明）
・遺伝子組換え食品等

１品目

HIS-No.2株を利用して生産されたL-ヒスチジン
（厚生労働省からの説明）
・特定保健用食品

１品目

松谷のミニビスケット
（消費者庁からの説明）
（２）プリオン専門調査会における審議結果について
・「イノシシを原料 とするたん白 質の飼料と しての利用」 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
・「ASP595-1株を利 用して生産さ れたフィタ ーゼ」に関す る審議結果の 報告と意
見・情報の募集について
（４）肥料・飼料等専門調査会における審議結果について
・「 Schizosacchar omyces pombe ASP595-1株が 生産する6- フィターゼ」 に関する
審議結果の報告と意見・情報の募集について
（５）薬剤耐性菌に関するワーキンググループにおける審議結果につい て
・「家畜等に使用す るバージニ アマイシン」 に関する審議 結果の報告と 意見・情
報の募集について
（６）食品安全関係情報（１月１日～１月22日収集分）について
（７）「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等（平成28年１月分）に ついて
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（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
（説明者）
厚生労働省

山本基準審査課長

厚生労働省

梅田新開発食品保健対策室長

消費者庁

赤崎食品表示企画課長

（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、
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

食品健康影響評価について

資料１－２

生食 用鮮魚介類、生 食用かき及び 冷凍食品の加 工基準に係 る食品安全基
本法第24条第１項第１号に基づく食品健康影響評価について

資料 １－ ３

HIS-No. 2株 を利 用 して 生産 さ れたL -ヒ ス チジ ンに 係 る食 品健 康 影響評
価について

資料１－４

「松谷のミニビスケット」に係る食品健康影響評価について

資料 ２

イノ シ シを 原料 とす る たん 白質 の飼 料と し ての 利用 に係 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
＜ASP595-1株を利用して生産されたフィターゼ＞

資料４

肥料・飼料等専門調査会における審議結果について
＜ Schizosaccharomyces pombe ASP595-1株が生産する6-フィターゼ＞

資料５

薬剤耐性菌に関するワーキンググループにおける審議結果について
＜家畜等に使用するバージニアマイシン＞

資料６－１

食品安全関係情報（１月１日～１月22日収集分）について

資料６－２

食品安全委員会が収集したハザードに関する主な情報

資料７

「食 の安全ダイヤ ル」に寄せら れた質問等（ 平成28年１月 分）について

６．議事内容
○佐藤委員長

ただ今から第594回「食品安全委員会」会合を開催いたします。

本日は７名の委員が出席です。
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また、厚生労働 省から山本基 準審査課長、 梅田新開発食 品保健対策 室長、消費者 庁から
赤崎食品表示企画課長に御出席いただいております。
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11点 ござい

ます。
資料１－１が「食品健康影響評価について」。
資料１－２が「 生食用鮮魚介 類、生食用か き及び冷凍食 品の加工基 準に係る食品 安全基
本法第 24 条第１項第１号に基づく食品健康影響評価について」。
資料１－３が「HI S-No.2 株を利用し て生産された L-ヒス チジンに係 る食品健康影 響評価
について」。
資料１－４が「『松谷のミニビスケット』に係る食品健康影響評価に ついて」。
資料２が「イノシ シを原料とす るたん白質 の飼料として の利用に係る 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が「肥料・飼料等専門調査会における審議結果について」。
資料５が「薬剤耐性菌に関するワーキンググループにおける審議結果 について」 。
資料６－１が「食品安全関係情報（１月１日～１月 22 日収集分）について」。
その関連資料と して、資料６ －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」。
資料７が「『食の安 全ダイヤル』に 寄せられた質 問等（平成 28 年１月分）につ いて」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

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。
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（「はい」と声あり）

（１）食品安全基 本法第24条の 規定に基づく 委員会の意見 の聴取に関 するリスク管 理機関
からの説明について
○佐藤委員長

それでは、議事に入ります。

「食品安全基本 法第24条の規 定に基づく委 員会の意見の 聴取に関す るリスク管理 機関か
らの説明について」です。
資料１－１にあ りますとおり 、厚生労働大 臣から、２月 ２日付で添 加物１案件、 ２月１
日付で遺伝子組換 え食品等１品 目について、 内閣総理大臣 から、２月 ５日付で特定 保健用
食品１品目について、それぞれ食品健康影響評価の要請がありました。
それではまず、 添加物１案件 について、厚 生労働省の山 本基準審査 課長から説明 をお願
いいたします。

○山本基準審査課 長

基準審査 課の山本でご ざいます。ど うぞよろしく お願いいたし ます。

それでは、お手元の資料１－２に沿いまして、御説明をさせていただ きます。
食衛法の中にご ざいます食品 等の規格基準 におきまして 、生食用鮮魚 介類、生食用 かき、
生食用鮮魚介類の 冷凍食品とい ったものに加 工基準を定め ております 。「１．経緯 」に書
いてございますが 、それらの食 品に対して、 加工のプロセ スにおいて 使える化学的 合成品
たる添加物という のを限定して おります。具 体的には、現 在、次亜塩 素酸水、次亜 塩素酸
ナトリウム、そし て、その使用 に当たってpH 調整を行うと いうことで の塩酸、この ３点に
使用を限っており ます。このた び、その加工 のプロセスに おいて、pH 調整剤として 二酸化
炭素の使用も認め てはどうかと いうことで、 昨年12月の薬 食審の関係 部会において 議論を
行ったところでご ざいます。この 二酸化炭素 について簡単 に御説明をさ せていただき ます。
（１）でござい ますが、二酸 化炭素は、添 加物として既 に指定され ておりまして 、酸味
料や製造用剤とし て使用されて おり、添加物 の使用基準と しては対象 食品等につい て特段
の規定はされてい ないところで ございますが 、先ほど申し 上げました ように、生食 用鮮魚
介類等の個別の食 品の規格基準 で、使用を禁 止しておりま す。ただ、 ここにござい ますよ
うに、それ以外の食品ではごく普通に使用されているところでございま す。
pH調整剤として の使用でござ いますが、現 在、生食用鮮 魚介類等の 加工時につき まして
は、次亜塩素酸ナ トリウムを使 っている訳で すが、通常の 使用濃度に 希釈された場 合の水
溶液は弱アルカリ 性側に偏って おりまして、 次亜塩素酸イ オンの存在 比率が高くな るとい
うところでござい ます。そのた めに、使用前 にこの水溶液 中に二酸化 炭素をまぜま して、
pHを酸性側に寄せ ることで殺菌 力を高めるこ とができると いうことを 狙ったもので ござい
ます。生食用鮮魚 介類等以外の 食品において は、既に使用 時に次亜塩 素酸ナトリウ ムと二
酸化炭素を混合して用いている実態がございます。
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２．でございま すが、生食用 鮮魚介類等に つきまして、 使用を認め るに当たり、 どのぐ
らいのばく露が見 込まれるのか ということで ございますが 、ごくラフ に試算しまし たとこ
ろ、一番最後の参 考につけてお ります。二酸 化炭素は空気 中に存在し まして、水に 溶けや
すいものでござい ます。また、 水道水にも含 まれるという ことでござ いまして、二 酸化炭
素を添加して製造 される炭酸飲 料等も流通し ております。 参考を御覧 いただきます と、炭
酸飲料を例にとっ て、日本でど れだけ実際に 炭酸飲料に御 家庭がお金 を払っておら れるか
というこ とか ら、大 体年間 １人当 たり炭 酸飲 料中のCO 2 の摂 取量と して は17 L ぐらい が見
込まれるのではな いかと算出し ています。そ れを一つの比 較対象にい たしまして、 一方、
生食用の魚介類と いうのは、こ れも非常にラ フな計算でご ざいますが 、年間１人当 たりの
生魚介類の摂取量 、それに今回 、加工時に次 亜塩素酸ナト リウムの中 に二酸化炭素 を添加
したとして、かな り過剰に見積 もっておりま すが、それが 一定程度残 ったとして試 算して
みますと、その量は１年間当たり8.2×10 -2 Lぐらいではないかと算出しております。
これらをもって 、ある程度、 炭酸飲料など から比較して 、生食用の 魚介類等の加 工時に
使用を認めたとし ても、二酸化 炭素のそれに よるばく露は 極めて微量 ではないかと 考えて
おります。
１枚目にお戻り いただきまし て、２．です が、ばく露に ついてを極 めて微量と推 計いた
しました。
また、毒性評価でご ざいますが、JECFA におきまして も、二酸化炭素 については自 然界に
存在し、そして、 ヒトは大気中 から日常的に 二酸化炭素に ばく露され ていることか らも、
ADIを特定しないという評価結果が出ております。
裏面に移らせて いただきまし て、以上を踏 まえますと、 二酸化炭素 をpH調整剤と して利
用して殺菌を行う といったこと についても、 そのばく露は 極めて低い レベルであっ て、ま
た、国際的な評価 でも健康に危 害をもたらさ ないとされて いることか ら、これを生 食用鮮
魚介類の使用時にp H調整剤とし て用いること を認めても、 健康被害の 懸念はないと 考えて
おります。
なお、先ほども 少し申し上げ ましたが、二 酸化炭素につ きましては 、既にカット 野菜や
食品用の器具、あ るいは製造施 設設備自体の 殺菌に使用さ れている実 態もあり、特 段の健
康被害等に関する報告は得ていないところでございます。
こういった内容 につきまして 、薬食審での 審議を行って おります。 このたび食品 安全委
員会に健康影響評 価依頼をさせ ていただき、 その結果が得 られました ら、告示を改 正する
べく所要の手続を進めていきたいと考えているところでございます。
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。
5

○村田委 員

CO 2 自体 は多分 問題な いと 思うの ですけ れども 、簡単 なこ とをお 伺いし たい

のですが 、一 つは、 ここで 使うCO 2 とい うのは 、今ま でここ で計算 して いるよ うな、 例え
ば炭酸飲料に使うようなCO 2 と物的には、規格は同じもの なのかという ことが一つ。
もう一つ、先ほ どの説明の「 経緯」の２段 落目に、生食 用鮮魚介類 云々は加工基 準にお
いて、化学的合成 品たる添加物 については云 々と書いてあ るのですけ れども、今、 添加物
は化学的合成品と かに分かれて いないと思う のですが、こ の辺はどう 読み取るのか 教えて
もらえますでしょうか。

○山本基準審査課 長

１点目の 炭酸水などを 製造するに当 たっての二 酸化炭素とい うこと

で、人工的に炭酸 を吹き込んで 製造する場合 には食品添加 物になりま すので、食品 添加物
としての規格を当 然満たさなけ ればいけない 。そして、今 回ここで加 工基準で認め ようと
している もの も食品 添加物 たるCO 2 でご ざいま すので 、同じ レベル を満 たさな ければ いけ
ないという代物でございます。
一方、化学的合 成品たる添加 物以外に天然 の添加物など もございま して、告示上 、加工
基準のところで規 定しておりま すのは化学的 合成品たる添 加物という ことになって おりま
す。そういう意味 で、天然添加 物について、 ここの規定は はまらない 、適用されな いとい
うことになります。

○佐藤委員長

○村田委員

村田委員、よろしいですか。

今の 法律でも添加 物をそのよう に分ける訳で しょうか。 今だと多分、 既存添

加物と指定添加物になっている。

○山本基準審査課 長

ここは化 学的合成品で ございますの で、既存か 指定かという よりも

化学的合成品たるということでの整理をさせていただいております。

○佐藤委員長

○村田委員

○佐藤委員長

よろしゅうございますか。

はい。

他に何か御質問ございますでしょうか。

吉田委員、どうぞ。

○吉田委員

いた だきました資 料１－２の（ １）ですけれ ども、生食 用鮮魚介類等 以外の

食品では既に使用 されていると いう記載があ るのですが、 例えばどの ような食品に 今まで
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は使われていたのでしょうか。

○山本基準審査課 長

例えば、 カット野菜と か、水産物で もその加工 品とか、ある いは食

肉加工品とか、そ ういったもに 対して、次亜 塩素酸ナトリ ウムで加工 あるいは製造 時に殺
菌を行うというときに、あわせて二酸化炭素が使用されていると聞いて おります。

○佐藤委員長

よろしいですか。

他にどなたか御質問ございますか。
ただ今の厚生労 働省の説明を 聞いた限りに おいては、今 回諮問のあ った食品添加 物等の
規格基準の改正に より、生食用 鮮魚介類、生 食用かき及び 冷凍食品の 加工基準にお いて、
加工に当たり使用 してはならな いと規定され ている化学的 合成品たる 添加物から、 水素イ
オン濃度調整剤と して用いられ る二酸化炭素 を除くことに ついては、 二酸化炭素は ヒトが
炭酸ガスまたは炭 酸イオンの形 態で日常的に ばく露してい る化合物で あること、指 定添加
物であり、炭酸飲 料等に使用さ れるとともに 、他の食品に おいては既 にpH調整剤と して使
われているものの 、食品中の添 加物としての 摂取による健 康被害の報 告はないこと 及び炭
酸飲料からの摂取 する量と比較 して、規格基 準の改正によ り増加する 添加物として の暴露
量は微量であり無 視できる量で あると考えら れることから 、二酸化炭 素を改正後の 規格基
準にのっとり使用 したとしても 人の健康に悪 影響を及ぼす おそれはな いと考えられ 、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」に該当すると考えられますが、そういう考え方でよろしいでし ょうか。

（「はい」と声あり）

○佐藤委員長

ありがとうございます。

それでは、事務局は手続をお願いいたします。
山本課長、ありがとうございました。
続きまして、遺 伝子組換え食 品等１品目に ついて、厚生 労働省の梅 田新開発食品 保健対
策室長から説明をお願いいたします。

○梅田新開発食品 保健対策室長

厚生労働省 新開発食品保 健対策室の 梅田でござい ます。

どうぞよろしくお願いいたします。
お手元の資料１－３に基づきまして、御説明申し上げたいと思います 。
本日御審議をお 願い申し上げ ます品目は、 HIS-No.2株を 利用して生 産されたL-ヒ スチジ
ンでございます。 この品目は、 既存添加物で ございますL- ヒスチジン の生産能力を 高める
ために、E.coli K-12株 の突然変異 株を宿主とい たしまして 、L-ヒスチ ジン生合成に 関与し
ます遺伝子の導入 などを行って おりますHIS- No.2株を利用 して生産さ れたL-ヒスチ ジンで
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ございます。
なお、このHIS-N o.2株は平成2 2年に安全性 審査の手続を 経た「HIS-N o.1株を利用 して生
産されたL-ヒスチジン」におけるHIS-No.1株をもとに作製された株でご ざいます。
利用目的並びに利用方法につきましては、従来のL-ヒスチジンと相違 はございま せん。
申請者によりま すと、本品目 につきまして は「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」の要件を 満たしたも のであると考 えてい
るということでございます。
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、 遺伝子組換え 食品等専門調 査会におい て審議するこ ととい
たします。
梅田室長、ありがとうございました。
続きまして、特 定保健用食品 １品目につい て、消費者庁 の赤崎食品 表示企画課長 から説
明をお願いいたします。

○赤崎食品表示企 画課長

ただ 今紹介のあり ました食品表 示企画課長 をしておりま す赤崎

といいます。どうぞよろしくお願いいたします。
資料はお手元の 資料１－４に なります。案 件は「松谷の ミニビスケ ット」に係る 食品健
康影響評価でございます。
本製品につきま しては、平成2 6年11月21日 付で、高架橋 度リン酸架 橋でん粉を関 与成分
とする条件つき特 保の表示許可 申請がなされ たものであり ます。今般 、消費者委員 会新開
発食品調査部会新 開発食品評価 調査会におけ る審議が終了 したことか ら、食品安全 基本法
第24条第３項及び 健康増進法に 規定する特別 用途表示の許 可等に関す る内閣府令第 ４条第
１項の規定に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼するも のでありま す。
次に、製品 の概要でご ざいます 。そこに書 いてあるとお りでございま すが、商品名は「松
谷のミニビスケット」。
食品の種類としては、ビスケット類になります。
関与成分につきましては、高架橋度リン酸架橋でん粉、関与成分量は 7 gになります。
一日摂取目安量は１袋（28 g）。
特定の保健の用 途としまして は、「おなか の調子を整え たい方や、 お通じの気に なる方
に適する」でございます。
この関与成分で ある高架橋度 リン酸架橋で ん粉は、タピ オカでん粉 に高度のリン 酸架橋
を施した加工でん 粉となってい ます。この高 架橋度リン酸 架橋でん粉 は、平成20年1 0月に
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食品添加物として 指定されてお りますリン酸 架橋でん粉の 成分規格を 満たしており ます。
食品添加物である リン酸架橋で ん粉の安全性 につきまして は、食品安 全委員会で既 に御評
価をしていただいております。
作用機序につき ましては、高 架橋度リン酸 架橋でん粉は 未加工のタ ピオカでん粉 と比べ
てヒトの体内で消 化も発酵も受 けにくいこと が示唆されて おり、便の かさ増しによ る腸管
内壁への物理的刺 激によって、排 便回数を増 加させるもの と考えられる となっており ます。
有効性に関しま しては、便秘 傾向の成人男 女50名を対象 に、プラセ ボ対照ランダ ム化二
重盲検クロスオー バー試験を実 施し、解析対 象者41名での 結果、被験 食品摂取期と 対照食
品摂取期の比較に おいて、排便 日数、排便回 数及び排便量 で有意差が 認められたと なって
おります。
今後の予定につ きましては、 食品安全委員 会の食品健康 影響評価結 果を受けた後 に、改
めて消費者委員会新開発食品調査部会において審議予定となっておりま す。
１点補足いたし ます。冒頭、 特保申請で条 件つき特保の 表示許可申 請と言いまし たが、
条件つきではありません。通常の特保の表示許可申請でございます。
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。
村田委員、どうぞ。

○村田委員

教え てほしいので すけれども、 既に食品添加 物になって いるというこ とです

が、高架橋度リン 酸架橋でん粉 の高架橋度と はどれぐらい のものなの かということ と、食
品添加物としての どれぐらい食 べるという見 積もりみたい なことをし てあると思う のです
けれども、それと 今回のものは 大分違うのか どうか、その 辺がもし分 かったら教え ていた
だけますでしょうか。

○赤崎食品表示企 画課長

ただ 今の御指摘で ございます。 この関与成 分の製品規格 値とい

うのを松谷化学工 業からいただ いております けれども、食 物繊維の含 量は75％以上 、それ
から、リンの含有、Ｐとしてですけれども、0.44から0.49％となってお ります。
申請品は１食28 gと書 いております が、この中に 関与成分由来 のリン酸は約 43 mg 含まれ
るといったようなことが、この製品規格の主な内容になります。

○村田委員

それ で、一日摂取 目安量は、そ のときの食品 添加物とし ての摂取量に 比べる

とどれぐらいの感じになっているのでしょうか。

○赤崎食品表示企 画課長

一日 摂取目安量が 28 gと 、関与成分と しての数量が 7 gと いうこ
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とですので、とりあえず御紹介できる数字は以上でございます。

○佐藤委員長

よろしいですか。

他に何か御質問はございますでしょうか。特にないようですね。
それでは、本件に ついては、新 開発食品専門 調査会におい て審議する ことといたし ます。
赤崎課長、ありがとうございました。

（２）プリオン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、次の議事に移ります。

「プリオン専門調査会における審議結果について」です。
まず、担当の熊谷委員から説明をお願いいたします。

○熊谷委員

資料２に沿って説明します。

農林水産省から 意見を求めら れました。今 のイノシシを 原料とする たん白質の飼 料とし
ての利用に係る事 項です。それ につきまして は、次の３点 を理由とし て、人の健康 に及ぼ
す影響が変わるものではないと考えられます。
まず１点は、今 回の見直しは 、イノシシを 豚と同等に豚 、鶏、養殖 水産動物等を 対象と
する飼料の原料として利用することについて、新たに認めるものである ということ 。
２点目は、イノ シシと豚は、 ともにイノシ シ科イノシシ 属イノシシ 種に属し、こ れまで
イノシシにおける プリオン病の 存在は報告さ れておりませ ん。それか ら、「豚由来 たん白
質等の飼料利用に 係る食品健康 影響評価」に おきまして、 豚及び家き んが自然状態 におい
てBSEに感染し、そ れを伝達する という科学 的根拠はない と評価されて おります。さ らに、
牛肉骨粉等の養魚 用飼料利用に 係る「食品健 康影響評価に ついて（回 答）」におき まして
は、魚においてBSE プリオンが増 幅し伝達した ことを示す科 学的知見は 確認されてい ないと
評価されております。
３点目は、イノ シシ由来たん 白質を飼料と して製造する 場合は、自 然状態でプリ オン病
の存在が確認され ている動物に 由来する血液 その他のたん 白質の混入 を防止するた めの管
理措置が実施され ることになっ ております。 なお、原料の 収集時にお ける輸送容器 につい
ては、専用の容器 が用いられる よう、今後、 リスク管理機 関が適切な 管理措置を講 じるこ
とといたしました。
以上の理由から、人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考え られました 。
以上です。

○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
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願いいたします。
石井委員、どうぞ。

○石井委員

本件 については、 農林水産省か らの諮問説明 があったと きに、この委 員会の

中で、微生物汚染 とか、銃弾に 由来する鉛の 混入であると か、放射性 物質による汚 染につ
いても審議が行わ れたと思うの です。今回の 食品安全委員 会からの答 申に、そうい った記
載についても盛り 込んだ方がい いのではない かと思うので すけれども、いかがでしょ うか。

○佐藤委員長

そ ういう御提案 がありました けれども、い かがでしょ うか。至極妥 当なこ

とのように思われますが、よろしいですか。

（「はい」と声あり）

○佐藤委員長

他に何か御意見、御質問ございますか。特にございませんか。

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 じ結論とした いと思
います。それから 、ただ今石井 委員から御提 案がありまし たように、 微生物汚染や 、銃弾
に由来する鉛の混 入あるいは汚 染、放射性物 質による汚染 の対応につ いても盛り込 むこと
としたいと思いま す。そして、 専門調査会の 結論を踏まえ 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 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・情報の募集の手続は行わ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。

それでは、事務局は手続をお願いいたします。

（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

それ では、飼料添 加物「ASP595 -1株を利用し て生産され たフィターゼ 」につ
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いて、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。
本資料添加物は 、 Schizosacch aromyces pombe ATCC 3839 9株を宿主と して、 Escher ichia

coli B株由来のフ ィターゼを発 現する遺伝子 を導入して作 製したASP59 5-1株を利用 して生
産されたフィター ゼです。本フ ィターゼは、 フィチン酸を 分解して無 機のリン酸を 遊離さ
せる酵素であり、 家畜飼料のリ ンの利用率の 向上を目的と して使用さ れる6-フィタ ーゼで
あります。
「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 き評価した結 果、改
めて「遺伝子組換 え微生物を利 用して製造さ れた添加物の 安全性評価 基準」に準じ て評価
する必要はなく、 当該飼料添加 物を摂取した 家畜に由来す る畜産物に ついて安全上 の問題
はないと判断しました。
なお、本フィタ ーゼは、別途 、飼料添加物 として評価要 請もなされ ているもので ありま
す。
詳細等については、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、今の資料 ３に基づきま して、補足さ せていただき ます。

同じ資料の３ペ ージからでご ざいますが、 まず概要につ きましては 、ただ今御説 明のあ
ったとおりですので、割愛させていただきます。
また、生産菌株 が異なるフィ ターゼが現在 、飼料添加物 成分規格収 載書に収載さ れてお
りますけれども、 本件のフィタ ーゼは飼料添 加物としての 基準及び規 格の改正を必 要とす
るということで、 先ほど御説明 のとおり、別 途この改正に 係る評価も 要請されてお りまし
て、肥料・飼料等専門調査会で審議をされております。
遺伝子組換えと しての評価の 方がこの評価 書でございま すけれども 、「Ⅱ．食品 健康影
響評価」の項目を 御覧いただき ますと、１． （１）にあり ますように 、本飼料添加 物に用
いられております この株の宿主 は、自然界に 広く存在する 酵母であり まして、種々 の発酵
飲料から分離され ているもので ございます。 また、一部の 飲料の発酵 に古くから利 用され
ている経験があるということで、安全上の問題はないとされております 。
（２）にござい ますように、 導入しました フィターゼ発 現遺伝子の 供与体につい ても、
病原性及び有害物 質の産生がな いことが報告 されておりま して、また 、導入遺伝子 の塩基
配列につきまして も、供与体の 野生型のフィ ターゼ遺伝子 の塩基配列 と同じものと いうこ
とでございます。
（３）に「なお 」として記載 がございます ように、製造 工程におい て、生産菌は 除去さ
れておりまして、 さらに、本飼 料添加物は米 国、欧州等で 既に使用さ れております けれど
も、ここで安全性の問題は報告をされていないとうことでございます。
こういったこと を踏まえまし て、本飼料添 加物で新たな 有害物質が 生成されるこ とはな
いと判断がされま したので、肉 などの畜産物 中に新たな有 害物質が移 行するとは考 えられ
ないということで ございます。 また、遺伝子 組換えに起因 する成分が 畜産物中で有 害物質
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に変換・蓄積され る可能性や家 畜の代謝系に 作用して、新 たな有害物 質が生成され る可能
性は考えられないとされました。
以上を踏まえま した評価につ きましては、 先ほど山添委 員から御説 明のとおりで ござい
ます。
本件につきまし ては、よろし ければ、明日 から３月10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
頼することとしたいと思います。

（４）肥料・飼料等専門調査会における審議結果について
○佐藤委員長

続いて、次の議事に移ります。

「肥料・飼料等専門調査会における審議結果について」です。
本件は、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、担当の熊谷委員から説明をお願いいたします。

○熊谷委員

資料 ４の要約に沿 って、肥料・ 飼料等専門調 査会での審 議結果を御説 明しま

す。
ただ今遺伝子組 換え食品等専 門調査会にお ける審議結果 について審 議いただきま した同
じ剤である Schizos accharomyces pombe ASP59 5-1株が生産 する6-フィタ ーゼでありま すが、
このフィターゼは 飼料添加物で あります。今 回、飼料添加 物指定審査 用資料を用い て食品
健康影響評価が行われました。
本剤について、薬物動態及び残留試験は実施されておりません。
各種遺伝毒性試 験の結果はい ずれも陰性で あり、遺伝毒 性を示さない と考えられま した。
慢性毒性試験及 び発がん性試 験、並びに生 殖発生毒性試 験は実施さ れていません が、ラ
ットを用いた亜急 性毒性試験及 び各種動物を 用いた飼養試 験において 影響は認めら れませ
んでした。
以上のことから 、 Schizosacch aromyces po mbe ASP595-1 株が生産す る6-フィター ゼが飼
料添加物として適 切に使用され る限りにおい て、食品を通 じてヒトの 健康に影響を 与える
可能性は無視できるとされました。
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詳細は事務局からお願いします。

○鋤柄評価第二課長

引き続き、資料４の４ページをお願いいたします。

中ほどに「５．使用目的 及び使用状況」に ついて記載 がございます。Sc hizosaccharo myces

pombe ASP595-1株 が生産する6- フィターゼは 、飼料中のフ ィチン酸を 分解して無機 リン酸
を遊離させること から、飼料が 含有している リンの有効な 利用の促進 を目的として 、豚及
び鶏の飼料に添加 して使用され ます。本飼料 添加物は、海 外において2 001年から商 業生産
が開始され、既に海外において使用されているという状況にございます 。
次に、５ページ になりますけ れども、一般 的にフィター ゼにつきま しては、日本 及び海
外で飼料添加物または食品添加物として使用されております。
今般、農林水産 省より、本フ ィターゼにつ いて、飼料添 加物の基準 及び規格並び に飼料
の基準及び規格の改正に係る食品健康影響評価の要請がされたものでご ざいます。
５ページの下ほどから「Ⅱ．安全性に係る知見の概要」を記載してお ります。
次に６ページに 参りまして、 遺伝毒性試験 でございます 。表１に示 しましたとお り、 in

vitro の細 菌を用 いた 復帰突 然変異 試験及 びマ ウスリ ンパ腫 細胞を 用い た遺伝 子突然 変異
試験、また、in v ivo のマウス 骨髄細胞を用 いた小核試験 の結果はい ずれも陰性で あり、遺
伝毒性については認められませんでした。
６ページの下ほ どから急性毒 性試験、また 、７ページの 中ほどから 亜急性試験に ついて
まとめております が、いずれの 試験について も、投与に起 因する影響 は見られてお りませ
ん。
次に、８ページ でございます が、慢性毒性 試験及び発が ん性試験、 生殖発生毒性 試験、
一般薬理試験は実施されておりません。
その下、続きま して、対象動 物である豚や 鶏等を用いた 飼養試験に ついてまとめ ていま
すが、いずれの試験についても、投与による影響は見られておりません 。
11ページの下か ら「Ⅳ．食品 健康影響評価 」を記載して おりますが 、結論につき まして
は、先ほど熊谷委員から御説明いただいたとおりでございます。
本件につきまし ては、よろし ければ、明日 ２月10日より 30日間、国 民からの意見 ・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 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

直接 安全性には関 係ないと思う のですけれど も、記述で よく分からな かった
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の で 教 え て ほ し い の で す が 、 今 の ５ ペ ー ジ の 上 か ら ２段 落 目 に 、 こ の も の で は な く て

Aspergillus niger のフィ ターゼのこと が書いてある のです。1 996年に指定 されて、組換え
を使ったものも２ 品目が飼料添 加物として指 定されている けれども、 これらの規格 基準は
定められていない と記述されて いるのですが 、１つ前の遺 伝子組換え の資料３の３ ページ
の「Ⅰ．評価対象 飼料添加物の 概要」の１段 落目の最後の 方に、 Asper gillus oryza e を宿
主として云々の組 換え体を利用 して生産され たフィターゼ が飼料添加 物成分規格収 載書に
収載されていると 書いてあるの ですけれども 、この辺の関 係はどのよ うになってい るので
しょうか。

○佐藤委員長

○村田委員

分かりますか。

直接関係ないので、もし後で分かれば、教えていただければと思いま す。

○鋤柄評価第二課長

○佐藤委員長

済みません。後ほど内容を確認してみたいと思います。

では、後で調べて教えていただければと思います。

他に何か御意見、御質問ございますでしょうか。よろしいですか。
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 の反映を肥料 ・飼料等専 門調査会に依 頼する
ことといたします。

（５）薬剤耐性菌に関するワーキンググループにおける審議結果につい て
○佐藤委員長

それでは、次の議事に移ります。

「薬剤耐性菌に関するワーキンググループにおける審議結果について 」です。
本件については 、ワーキング グループから 意見・情報の 募集のため の評価書（案 ）が提
出されています。
それではまず、担当の熊谷委員から説明をお願いいたします。

○熊谷委員

それでは、資料５の８ページの要約に沿って御説明します。

農林水産大臣か ら要請があり ましたストレ プトグラミン 系抗生物質 であります飼 料添加
物「バージニアマ イシン」が家 畜等に使用さ れた場合に選 択される薬 剤耐性菌に関 する食
品健康影響評価を 、食品安全委 員会が以前に 決定しました 「家畜等へ の抗菌性物質 の使用
により選択される 薬剤耐性菌の 食品健康影響 に関する評価 指針」に基づ いて実施しま した。
鶏及び豚由来の 畜産食品を介 して伝播する 可能性のある 感染症であ って、かつヒ トの医
療分野においてバ ージニアマイ シンと交差耐 性を示すスト レプトグラ ミン系抗生物 質が治
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療薬とされている 感染症は、バ ンコマイシン 耐性腸球菌感 染症です。 また、鶏や豚 の腸内
細菌叢には、ヒト の健康を害す る可能性のあ るバンコマイ シン耐性腸 球菌を保菌し ている
ことがありますこ とから、鶏及 び豚にバージ ニアマイシン を使用した 場合に、バー ジニア
マイシンに対する 薬剤耐性菌が 選択される可 能性があると 考えられま した。このバ ージニ
アマイシン耐性腸 球菌が食品を 介してヒトに 伝播した場合 、また、そ の耐性菌が何 らかの
経路で医療環境を 汚染した場合 に、感染症の 原因菌となる 可能性は否 定できません 。ヒト
用ストレプトグラ ミン系抗生物 質である、キ ヌプリスチン ・ダルホプ リスチン製剤 は「バ
ンコマイシン耐性 エンテロコッ カス・フェシ ウム感染症」 を適応症と し、バンコマ イシン
耐性腸球菌感染症 の推奨薬の一 つとされてお ります。バン コマイシン 耐性腸球菌以 外の腸
球菌につきまして は、ストレプト グラミン系 抗生物質は推 奨薬とされて いませんけれ ども、
ストレプトグラミ ン系抗生物質 に対する耐性 因子を保有し ている株も あり、薬剤耐 性遺伝
子がバンコマイシ ン耐性腸球菌 に伝達される 可能性があり ます。した がいまして、 リスク
評価すべきハザー ドとして、鶏 及び豚に対し てバージニア マイシンを 使用すること により
薬剤耐性が選択さ れた腸球菌を 特定し、発生 評価、暴露評 価、影響評 価を行い、そ れらの
結果からリスクを推定しました。
発生 評価で は、JVAR Mに おける モニ タリン グ調 査にお いて鶏 及び 豚由来 の Enteroc occus

faecium について耐 性率は減少傾 向にあると 考えられまし たけれども、これはバージ ニアマ
イシンの検定合格 数量の減少が 影響している 可能性が考え られました 。こういった ことか
ら、発生評価においては中等度と判断されました。
暴露評価では、 鶏及び豚由来 食品の摂取が 直接感染症を 引き起こす 訳ではなく、 また、

Enterococcus faec ium において は、家畜、健 常者、入院患 者、院内感 染分離菌の遺 伝学的
系統が異なること から、家畜由 来 Enterococc us faecium が 長期にヒト の腸管に定着 し、そ
れらの菌が直接ヒ トの感染症の 原因菌となる 可能性は低い とされてお ります。一方 で、薬
剤耐性遺伝子を保 有する家畜由 来 Enterococc us faec ium が 、一定期間ヒ トの腸管に定 着し、
ヒトの Enterococcu s faecium に 薬剤耐性遺伝 子を伝達する ことが示さ れており、ま た、市
販の鶏由来食品の腸球菌の陽性率も高いことから、中等度と評価されま した。
影響評価では、 医療分野にお ける現状を総 合的に判断す ると、ハザ ードに起因す る感染
症に対するストレ プトグラミン 系抗生物質の 治療効果が減 弱または喪 失する可能性 がある
ことから、中等度と判断されております。
以上のことから 、飼料添加物 であるバージ ニアマイシン が鶏及び豚 に使用された 結果と
してハザードが選 択され、鶏及 び豚由来食品 を介してヒト がそれに暴 露され、ヒト 用抗菌
性物質による治療 効果が減弱ま たは喪失する 可能性は否定 できず、リ スクの程度は 中等度
であるとされております。
詳しくは、事務局から説明をお願いします。

○鋤柄評価第二課長

そうしましたら、資料５に基づいて補足の御説明をいたします。
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10ページをお願いいたします。「Ⅰ．評価の経緯及び範囲等」でござ います。
「２．経緯」の 「（１）評価 要請のあった 飼料添加物」 ですが、200 3年に農林水 産省か
ら、抗菌性飼料添 加物が家畜等 に給与された 場合に選択さ れる薬剤耐 性菌について 、食品
健康影響評価の要請がございました。
バージニアマイ シンは、鶏及 び豚に使用さ れることから 、評価の対 象を「鶏及び 豚由来
の畜産食品」が介在する場合としております。
次に、11ページから「Ⅱ．評価対象飼料添加物の概要」を記載してお ります。
次に、12ページ の下から13ペ ージにかけま して「（３） 有効成分の 系統」がござ います
が、バージニアマ イシンはスト レプトグラミ ン系抗生物質 であり、ヒ トでは使用さ れてお
りません。
13ページの「② 関連する系統 」には、国内 で鶏及び豚に 使用される ストレプトグ ラミン
系抗生物質はバー ジニアマイシ ンのみであり 、動物用医薬 品としての 使用はないこ と、ま
た、ヒト用医薬品 としては、キ ヌプリスチン 、ダルホプリ スチンがヒ トの多剤耐性 グラム
陽性菌治療薬として使用されていることを記載しております。
次に、16ページ の表１に「バ ージニアマイ シンの検定合 格数量」が ございます。 バージ
ニアマイシンにつ いては、特定 添加物に指定 されており、 飼料安全法 に基づく検定 を受け
なければ販売して はならないこ ととなってお ります。1999 年ころから 合格数量が減 少し、
2008年以降は０となっております。
次に、18ページから「Ⅲ．ハザードの特定に関する知見」を記載して おります。
少し飛びまして 、26ページに 「５．交差耐 性の可能性及 び医療分野 における重要 性」を
記載しております 。バージニア マイシンはヒ トでは使用さ れておりま せんが、同系 統のス
トレプトグラミン 系抗生物質で あるキヌプリ スチン・ダル ホプリスチ ン製剤は、日 本にお
いて「バンコマイ シン耐性エン テロコッカス ・フェシウム のうち本剤 感受性菌によ る感染
症」に対する治療 薬として承認 されておりま す。また、食 品安全委員 会の「食品を 介して
ヒトの健康に影響 を及ぼす細菌 に対する抗菌 性物質の重要 度のランク 付け」では、 「Ⅱ：
高度に重要」とランク付けされております。
次に、28ページ から「７．ハ ザードの特定 」について記 述しており ます。具体的 には、
29ページの中ほど より、リスク 評価すべきハ ザードとして 、鶏及び豚 に対してバー ジニア
マイシンを使用す ることにより 薬剤耐性が選 択され、鶏及 び豚由来の 畜産食品を介 してヒ
トに伝播し、感染症の原因となる可能性のある薬剤耐性腸球菌を特定し ております 。
同じページのそ の下から「Ⅳ ．発生評価に 関する知見」 でございま す。具体的に は、次
の30ページに表７「鶏及 び豚由来 E.fae cium のバージ ニアマイシ ンに対する感 受性試験 」を
記載しています。 表の左側が肉 用鶏でござい ます。一番左 が調査年度 、１つ飛ばし て左か
ら３つ目のカラム の括弧の中に 低感受性菌の 割合を示して おりますが 、近年は低い 割合で
推移しているという状況にございます。
31ページに豚の データを記載 しております 。肉用鶏同様 、2012年以 降は０％とな ってお
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ります。
一方で、32ペー ジを御覧くだ さい。表８「 海外における 耐性菌の出 現状況」とし て、デ
ンマーク、米国等 の耐性菌の比 率を示してお ります。デン マークにつ きましては、1 998年
に79％、その下、2 002年には28 ％の比率とな っております 。この間、E Uでは1999年 にバー
ジニアマイシンの使用が禁止されております。
次に、36ページの中ほどから「Ⅴ．暴露評価に関する知見」を記載し ております 。
具体的に、37ペ ージの「（３ ）動物由来の 腸球菌がヒト に定着する 可能性」とし て、ペ
ージの中ほど以下 でございます が、院内感染 の発生の原因 となった E.fa ecium の主な 遺伝系
統は、家畜から分離された腸球菌の系統とは異なっていたとの報告がご ざいます。
また、38ページ の「（４）ヒ トの常在菌又 は病原菌に薬 剤耐性決定 因子が伝達さ れる可
能性」でござ いますが 、ヒトにお ける家畜由 来ストレプト グラミン耐性 E.faecium の 経口投
与等の試験から、 ページの中ほ どからやや下 になりますけ れども、ヒ トの腸管にお いて家
畜由来または外来 性の薬剤耐性 腸球菌が一過 性に定着し、 その間に宿 主に定着して いる腸
球菌に薬剤耐性遺伝子を伝達すること等が示された旨を記載しておりま す。
次に、41ページ の「４．ハザ ードとなりう る当該細菌に よる鶏及び 豚由来食品の 汚染」
ですが、具体的に は42ページの 表17に、2006 年に調べた鶏 肉由来株の 耐性率が77.1 ％であ
るとされております。
次に、43ページから「Ⅵ．影響評価に関する知見」を記載しておりま す。
「（１）発生原因及び発生状況」と して、本来、腸球菌は 常在菌で病 原性は低いも のの、
老齢者等において 血流感染症等 が懸念されて おります。一 方、現時点 で我が国にお いては
ストレプトグラミン耐性を示す腸球菌による感染症の報告はございませ ん。
次に、44ペー ジの中ほどに 、ヒトのV RE感染症に対 して、現 時点では 、オキサゾリ ジノン
系抗生物質である リネゾリド製 剤またはスト レプトグラミ ン系抗生物 質であるキヌ プリス
チン・ダルホプリスチン製剤が第一選択薬になる可能性が高い旨、記載 しておりま す。
以上の知見を踏 まえて、リス クの結果でご ざいますが、 少し飛びま して、52ペー ジの表
24にまとめております。リスクの推定は中等度と判定されております。
続いて、その下 の食品健康影 響評価につき ましては、先 ほど熊谷委 員から御説明 いただ
いたとおりでございます。
次に、53ページから「Ⅷ．その他の考察」がございます。
「１．リスク管 理措置につい て」でござい ますが、当該 ページの下 の段落のとお り、現
時点で、国内にお いてバージニ アマイシンの 使用実態はな いと考えら れるが、今後 、バー
ジニアマイシンが 使用された場 合に、薬剤耐 性率が上昇す る可能性は否 定できない。また、
VRE感染症の推奨薬 の一つである キヌプリス チン・ダルホプ リスチン製 剤と交差耐性 を示す
こと等を踏まえ、 飼料添加物と しての必要性 を確認した上 で、リスク 管理措置の強 化が必
要である旨を記載しております。
本件に関しまし ては、差し支 えなければ、 明日から30日 間、国民か らの意見・情 報の募
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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 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 の反映を薬剤 耐性菌に関 するワーキン ググル
ープに依頼することとしたいと思います。

（６）食品安全関係情報（１月１日～１月22日収集分）について
○佐藤委員長

次の議事に移ります。

「食品安全関係情報（１月１日～１月22日収集分）について」です。
事務局から報告をお願いいたします。

○植木情報・勧告 広報課長

御 報告いたしま す。資料６－ １「食品安 全関係情報（ １月１

日～１月22日収集分）について」でございます。
左の方のハザー ド別でござい ますけれども 、今回も、化 学物質ある いは微生物・ プリオ
ン・自然毒が多い ということは いつもと同じ でございまし て、地域に 関しても欧州 が多く
なってございます。
おめくりいただきまして、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、EFSA が、食品添加 物、人工甘 味料のスクラ ロース
につきまして、１ 歳から３歳の 幼児向け特別 医療目的食品 への使用に ついて申請が あり、
それについて審査 をしましたと ころ、スクラ ロースはADI が決まってご ざいますけれ ども、
この申請の場合で あってもADIを 超えないと いうことが計 算で確認でき ましたので、その使
用を認めるということでございます。
【新食品等】で 、EFSA、食品 及び飼料にお けるナノテク ノロジーの リスク評価に 関する
EFSA科学連絡会の2 015年報を公 表とございま すけれども、 EFSAでは、 幾つかの特定 のテー
マにつきまして、 加盟国との連 絡会議を設け てございまし て、その一 つがナノテク ノロジ
ーでございます。 今回も、リス ク評価に関連 する試験方法 とか試験結 果について優 先テー
マをどうするかと いうようなこ とを議論しま して、あるい は食品以外 でも、欧州化 学物質
庁とか欧州医薬品 庁で行ってい る調査研究事 業の説明を受 けるとか、 そういうこと でリス
ク評価に向けた準備を行っているということでございます。
次は、資料６－２で ございます。今回 御紹介するハ ザードでござ いますけれど も、FSANZ
が食品中の容器包装由来の化学物質に関する調査結果を公表してござい ます。
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本文の第２パラ でございます けれども、豪 州トータルダ イエットス タディの一環 として
調査をしてござい ます。全部で8 1の食品と飲 料につきまし て調査を行 ってございま す。調
べたものは、ここ に書いてござ いますように 30種類の化学 物質でござ いまして、ビ スフェ
ノールＡ、エポキ シ化大豆油、 パーフルオロ 化合物等々で ございます 。それらのう ちの半
数は全く検出され ませんでした 。少数のサン プルで非常に 低いレベル の物質が検出 されて
ございます。EU では、SML という特殊移 行量制限 、溶出基準で ございますけ れども、このEU
の基準を超えるサ ンプルが幾つ かございまし たが、食品の 摂取量を考慮 するとTDIを 下回っ
ているので安全性 の懸念は生じ ないと結論づ けてございま して、国際 的に安全とさ れてい
るレベル以下であ り、豪州の人 口集団に対す るリスクは無 視し得る程 度に低いとい うこと
でございます。
しかし、２つの フタル酸エス テル類、すな わちDEHPとDI NPでござい ますけれども 、これ
は食品の約３分の １から検出さ れてございま す。一般的に これらの化 学物質の移行 の原因
は、容器と食品と の接触、ある いは工程中の 移行の可能性 があるとい うことが書か れてご
ざいます。そのどこかまでは特定されてございません。
この下の表を見 ていただきた いのですけれ ども、DEHPで ございます が、これはセ イボリ
ーブレッ ド、 味つけ したよ うなパ ンです が、 それと ハンバ ーガー では、 特定 のもの を0.5
から0.7 kgと りますとTDI に到達すると いうことでご ざいます 。DINPに関し ましても 、ピー
ナッツバターとピ ザとハンバー ガー、これ らでは、特定のものを 0.6 kg 摂取するとTD Iに到
達するということ でございまし て、同 じものを１日 に500 g とか食べる ことは多分余 りない
と思いますけれど も、下から３行目 でございます が、FSANZは、これら 物質の食事か らのば
く露量をより正確 に推定するた めにフォロー アップ調査を 計画中とい うことでござ います。
また、フタル酸エ ステル類の主 なばく露源は 食事ですけれ ども、完全 にリスク評価 するた
めには、その他の ばく露源につ いても検討す る必要がある ということ が書かれてご ざいま
す。
裏面でございま すけれども、 関連情報とし ては、EUの基 準につきま して掲げてご ざいま
すし、国内情報で は、DEHPとDIN Pにつきまし ては食品安全 委員会で評 価を行ってご ざいま
すので、それを掲 げてございま す。あとは、 ファクトシー トとしまし て、パーフル オロ化
合物とラップフィ ルムから溶出 する物質につ きましてホー ムページに 掲載してござ います
ので、それを掲げてございます。
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、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。よろしいでしょうか。
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（７）「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等（平成28年１月分）に ついて
○佐藤委員長

それでは、次の議事に移りたいと思います。

「『食の安全ダイヤル』に寄せられた質問等（平成28年１月分）につ いて」です 。
事務局から御報告ください。

○木下リスクコミ ュニケーショ ン官

それで は、お手元の 資料７に基 づきまして、 御報告

申し上げます。「『食の 安全ダイヤル』に寄せられた 質問等（平成28 年１月分）につ いて」
でございます。
（１）で件数ですけれども、59件と平均的な件数でございました。
その内訳を（２ ）に示してご ざいますが、 １月について は特に特徴 的なものはご ざいま
せんでした。
裏面をお願いい たします。今 回御紹介する のは、ウエル シュ菌によ る食中毒につ いてで
ございます。
この方は、保温 ボトルを使っ て小豆の下ご しらえをする という紹介 を聞いたとい うこと
で、それを試した そうでござい ます。そのと ころ、小豆は かたいまま で湯はぬるま 湯にな
っていたと。その 後は圧力釜で 炊いたのです けれども、ぬ るま湯で長 いこといたと いうこ
とから、ウエルシ ュ菌の食中毒 について御心 配でお電話い ただいたと いうことでご ざいま
す。
御回答ですが、 最初にウエル シュ菌につい て御紹介して おりまして 、一般的に土 壌など
に広くおりまして 、酸素のない ところで増殖 できる。また 、耐熱性芽 胞をつくるも のであ
ると。食中毒の形 式は、腸管で 菌が出す毒素 によって起こ るのですよ と。また、潜 伏期間
は６から18時間です。主な症状は、下痢と腹痛ですよということを申し 上げました 。
食中毒の起こる 場面ですけれ ども、食肉で すとか魚介類 を使ったカ レーやシチュ ーなど
の煮込み料理、ま た、それを大 量につくると きによく起こ る。増殖す る至適温度は 、43か
ら45℃であるということを申し上げました。
今回の場合、圧 力釜で加熱し ておられるの で、十分な加 熱がされて いるでしょう 。例え
ば水の沸騰する温 度であれば、 増殖する菌は 死滅させるこ とができま す。しかし、 加熱し
た後に耐熱性の芽 胞が残って、 それを放置し ている間にま た増殖して 食中毒を起こ すこと
がありますよとい うこと。その ために、温め 直しの際にも しっかり加 熱することが 重要で
あると申し上げて ございます。 特に大量に調 理する場合や 電子レンジ を使う場合に は、む
らが起こって加熱 不十分な部分 が起こること があるので、 かきまぜる などの注意を してい
ただきたい。また 、保存する場 合には、10℃ 以下に冷やす か55℃以上 を保つように して、
早目にお食べいただきたいと申し上げてございます。
以上です。
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○佐藤委員長

ありがとうございました。

ただ今の報告の 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。

（８）その他
○佐藤委員長

○小森総務課長

○佐藤委員長

他に議事はございますでしょうか。

ございません。

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２月16日火曜日14時から開催を予 定しており ます。
また、10日水曜 日14時から「 薬剤耐性菌に 関するワーキ ンググルー プ」が公開で 、来週
15日月曜日14時か ら「農薬専門 調査会評価第 二部会」が非 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594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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