食 品 安 全 委 員 会 添 加 物 専 門 調 査 会
第 152 回 会 合 議 事 録
１．日時

平成28年6月27日（月）

13:59～16: 56

２．場所 食品安全委員会中会議室

３．議事
（１）平成28年度食品安全委員会運営計画につい て
（２）ステアリン酸マグネシウムに係る食品健康影響評価について
（３）その他

４．出席者
（専門委員）
梅村座長、石井専門委員、石塚専門委員、伊藤専門委員、
久保田専門委員、佐藤専門委員、祖父江専門委員、髙須専門委員、
髙橋専門委員、塚本専門委員、頭金専門委員、戸塚専門委員、
中江専門委員、西専門委員、北條専門委員、松井専門委員、
森田専門委員、山田専門委員
（食品安全委員会委員）
山添委員、吉田委員
（事務局）
川島事務局長、東條事務局次長、関野評価第一課長、池田評価情報 分析官、
髙橋課長補佐、後藤評価専門官、鹿田係長、新井参与

５．配布資料
資料1

添加物「ステアリン酸マグネシウム」概要書

資料2

添加物評価書「ステアリン酸マグネシウム」（案）

資料3

平成28年度食品安全委員会運営計画

６．議事内容
○梅村座長

少し 早いのですけ れども、皆さ んがおそろい ということ で、ただいま から第

152回「添加物専門調査会」を開催いたし ます。
先生方には、御多 忙のところ御 出席をいた だきまして、ま ことにあり がとうござい ます。
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本日は、18名の専門委員に御出席いただく予定で おります。
なお、宇佐見専門委員は御都合により御欠席との連絡をいただいてお ります。
また、森田専門委員は所用により、おくれると伺っております。
食品安全委員会からも、委員の先生方が御出席です。
それで は、お手 元に「 第152回添加物 専門調 査会議 事次第」 を配布 してお りますの で、
御覧いただきたいと思います。
まず、事務局か ら配布資料の 確認と「食品 安全委員会に おける調査 審議方法等に ついて
（平成15年 10月 2日食品 安全委員会 決定）」に 基づき必要と 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行ってください。
○髙橋課長補佐

資料の確認の 前に、事務局 で人事異動が ございまし たので、報告 させて

いただきます。6月17日付で事務局長の姫 田の後任とし て、川島が着 任しておりま す。
○川島事務局長

川島でございます。

6月17日付で 前任の姫 田から 引き継い でおり ます。 添加物専 門調査 会の先 生方には 、こ
れから大変お世話になるかと思いますが、ぜひよろしくお願いいたしま す。
○髙橋課長補佐

それでは、資 料の御確認を お願いいたし ます。議事 次第、座席表 、専門

委員名簿 に続き まして 、資料 1「ステ アリン 酸マグ ネシウ ムの使 用基準 改正の ための 概要
書」。
資料2「添加物評価書（案）ステアリン酸マグネシウム」。
資料3「平成28年食品安全委員会運営計 画」。
以上でございます。資料に不足等はございませんでしょうか。
続きまして、本 日の議事に関 する専門委員 等の調査審議 等への参加 に関する事項 につい
て御報告いたします。
議事（2）「 ステアリン酸 マグネシウム」 に関する審議 についてで ございます。本 品目の
特定企業は、一般 社団法人国際 栄養食品協会 、公益財団法 人日本健康 ・栄養食品協 会でご
ざいます。
本日の議事 について、 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。
なお、議事（ 2）「ステア リン酸マグネ シウム」に関す る審議につき まして、次の 専門委
員の先生方が文献の作成に関与しておりますので、御報告いたします。
文献 50「グ ッドマ ン・ギ ルマン 薬理書（ 下）」 につき まして は、石井 専門委 員が訳 者で
いらっしゃいます が、本文献は 、特定企業か らの依頼で作 成されたも のではなく、 一般に
入手可能な成書で あり、調査審 議等に参加し ないこととな る事由には 該当しないこ とを申
し添えます。
次に、文献75「塩化マ グネシウム六 水和物のラッ トを用いた催 奇形性試験」につ きまし
ては、宇佐見専門 委員が共著者 でいらっしゃ いますが、本 文献は査読 を経て公表さ れた科
学論文であり、調 査審議等に参 加しないこと となる事由に は該当しな いことを申し 添えま
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す。
文 献83「 厚生 労働 科学 研究 成果 報告 書『 食品 添加 物の 規格 試験 法の 向上 及び 摂取 推定
値』」につきましては、佐藤専門委員が分担研究者でいらっしゃいます 。
以上でございます。
○梅村座長

文献 50の石 井専門委員の 件につきまし ては、当該資料は 特定企業から の依頼

で作成されたもの ではなく、一般に入 手可能な成書 であること。また、文献 75の宇 佐見専
門委員の件につき ましては、当 該資料は査読 を経て公表さ れた科学論 文であること から、
調査審議等に参加 しないことに なる事由には 該当しないと のことで問 題ないと思わ れます。
次に、文献 83の佐藤 専門委員の件 につきまし ては、当該 資料は調査 審議等の中立 公正を
害するおそれがあ ると認められ るかどうか検 討する必要が ありますが 、事務局から 当該資
料の詳細を御説明いただけますでしょうか。
○髙橋課長補佐

それでは、御説明させていただきます。

文献83は 、食品添加 物の摂取量推 定値に関す る研究報告を 含む報告書で あり、厚 生労働
科学研究費補助金により実施され、佐藤専門委員が関与されているもの でございま す。
これらにつきま しては、添加 物「ステアリ ン酸マグネシ ウム」に限 らず、添加物 一般の
摂取量推定値の報 告であること 。また、本品 目の特定企業 からの依頼 で作成された もので
はないことから、 佐藤専門委員 が調査審議に 参加したとし ても、中立 公正を害する ものに
はならないと考えられます。
○梅村座長

ただ いまの事務局 の説明により ますと、文献 83の佐藤専 門委員の件に つきま

しては、通常どお り審議に参加 していただく のが適当かと 考えられま すが、いかが でしょ
うか。
（「異議なし」と声あり）
○梅村座長

それ では、その他 、提出いただ いた確認書に ついて、相 違はございま せんで

しょうか。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

それ では、議事（ 1）「平成 28年度食 品安全委員会 運営計画につ いて」に入り

ます。事務局から運営計画について説明をお願いします。
○池田評価 情報分 析官

それでは 、平成 28年 度初回 の調査会 でござ います ので、資 料 3に

基づいて御説明を 差し上げます 。既にお聞き いただいた先 生もいらっ しゃるかと思 います
が、申しわけございませんが、よろしくお願いいたします。
資料3の中身は 2ページ と書いてある ところをお開 きください。
「第 1

平成 28年度 におけ

る委員会の運営の 重点事項」に おきまして は、昨年度と 同様に 5つ柱を 立ててござい ます。
このうち、
「① 食品健康影響 評価の着実な 実施」で は、28年 4月から新 たにワーキン ググル
ープを立ち上げま して、海外の 評価機関の動 向も踏まえつ つ、新たな 評価方法等の 検討を
開始することなどを踏まえて追記をしております。
「②リ スクコ ミュニ ケーシ ョンの 戦略的 な実施 」に関 しまし ては、 昨年 5月 に企画 等専
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門調査会で「食品 の安全に関す るリスクコミ ュニケーショ ンのあり方 について」の 報告書
を取りまとめましたので、このことを踏まえて修正をしております。
「④海外への情 報発信及び関 係機関との連 携強化」につ きましては 、海外政府機 関との
国際協力の進捗を 踏まえまして、27年度以前 に協力文書を 締結した機 関と定期的な 会合等
を行うとともに、 新たな協力文 書の締結につ いて協議を行 うというこ とについて追 記をし
ております。
2ページの一番下から「第2

委員会の運営全般」でございます。

この項 目の次 のペー ジにま いりま して、「（ 3）食 品健康 影響評 価に関 する専 門調査 会の
開催」でご ざいま す。昨 年10月 1日から 、薬剤 耐性に 関するワ ーキン ググル ープなど 、そ
れまで専門調査会 の下に設置し ておりました ワーキンググ ループを委 員会直下に設 置する
こととして修正をしております。
「第 3
「2

食品健康 影響評 価の実 施」に つきま しては、 4ページ に行っ ていた だきまし て、

評価ガ イドラ イン等の 策定」 でござ います。 先ほど 5つの柱の 1つ目で 説明しま した

新たなワーキング グループの立 ち上げの件。 それによって 新たな評価 方法等の検討 を行っ
ていることと、遺 伝毒性発がん 性物質の評価 に関するガイ ドライン作 成の検討を開 始する
ことなどを踏まえて追記をしております。
次の 3の 項目に「（ 2）『自 ら評価 』の実 施」と いう項目 がござ います 。「自ら 評価」 の案
件につきましては 、リスク管理 機関からの要 請に基づいて 行う案件と 異なりまして 、評価
に必要な科学的知 見が選定の時 点で蓄積され ているとは限 らないとい うことで、実 際に専
門調査会の調査審 議に入るまで に時間を要す るものもござ います。この 点も踏まえま して、
28年度 の計画で は、「自 ら評価 」案件の うち、 28年 度に専門 調査会等 で調査 審議を行 う見
込みのあるものに 絞って記載す る形に修正を しております 。特に 27年度に は、アレ ルギー
物質を含む食品に ついて「自ら 評価」を行う ことを決定し まして、研 究調査事業な どで国
内外の科学的知見 を収集・整理 しまして、評 価方法も含め た総合的な 検討を開始す ること
になってございます。
少し飛 びまして 、 6ペー ジ「第 6

リス クコミュ ニケー ション の促進 」に関 しまして は、

昨年 5月に 企画等 専門調 査会で 取りま とめま した、 最初に 申し上 げまし た報告 の内容 も踏
まえまし て、昨 年 5月に 開始し たオフ ィシャ ルブロ グの取 り組み 、意見 交換会 につい て、
特に次世代を担う 若い世代に対 する波及効果 などの観点か ら、学校関 係者を重点対 象とし
て実施する旨の追記をしております。今、申し上げましたのは（ 6）でござ います。
10ペ ージ「第 9

国際協調 の推進 」でござ います。 28年 度の計画 について 、現時点 で想

定されております国際会議などの予定を掲載しております。
「（3）海外 の食品安全 機関等との連 携強化」では、先 ほど申し上げ ましたよう に、国際
協力の進捗に合わせた追記となってございます。
説明は以上でございます。
○梅村座長

あり がとうござい ます。ただい まの説明につ いてコメン ト、質問など はござ
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いますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、この計画に基づき、今年度も審議を進めていくこととして まいります 。
では、議事（2）に進みたいと思います。
議事（2）「 ステアリン酸 マグネシウム に係る食品健 康影響評価 について」です。 評価書
案について事務局から説明してください。
○後藤評価専門官

評価書案の 御説明の前に 、タブレット 端末を用い た参照文献の 閲覧方

法について御説明をさせていただきます。
本調査会におき ましては、参 考文献につい て、タブレッ ト端末で御 確認いただい ており
ましたが、文献閲 覧の利便性を 高め、より効 率的な審議に 資するよう 、新しいシス テムを
導入させていただ きました。そ の取り扱い方 法について簡 単に御説明 をさせていた だきま
す。
お手元のタブレ ット端末を御 覧ください。 今、添加物専 門調査会と いう上の方に あるタ
イトルで、リスト 形式で幾つか 文献が並んで いるかと存じ ます。もし その画面にな ってい
らっしゃらない場 合には、下のボ タンを押し ていただいて、ホームの画 面になります ので、
ここの赤い e Docu Readerとい うものを押し ていただくと 、そのリス ト一覧になる かと存
じます。接続が切 れたりしてい る端末がもし かしたら、あ るかもしれ ません。ここ までよ
ろしいでしょうか。
文献を開く際に 、例えば、3番 のFAO/WHOをタップして いただきます と、コーデ ックス
の文献が開くと思 います。この 文献を閉じる 際には、左下 の本のマー クがここにあ ります
ので、これをタップしていただければ、元のリストに戻ることができま す。
続きま して、 例えば 、次に 6番の文 献、厚 生労働 省と書 いてあ るもの をタッ プして いた
だきます と、厚 生労働 省の通 達が開 くかと 存じま す。こ こまで 2つの文 献を開 きまし たの
で、右側にタブの 形式で、こ れまでに開い た文献が右上 のほうに 2つタ ブがございま して、
そのタブをタップ していただき ますと、そこ までに開いた 文献が御覧 になれます。 不要な
ものは「×」を押して いただければ 、閉じると いうことにな ってござい ます。ここ までよ
ろしいでしょうか。
続きまして、ペー ジの移動方法 ですが、左右 にスライドし ていただく こともできま すし、
例えば一番初めに 開いたコーデ ックスのほう の文献が右上 にあるかと 思いますが、 それを
タップしていただ きますとコー デックスの文 献が開きます。こ の文献は 52ページの 文献で
ございますけれど も、右下のほ うに正方形か ら上の矢印が 出ているマ ークがあるか と存じ
ます。そのボタン をタップして いただきまし て、青文字の 一番上のペ ージ番号ジャ ンプと
いうところをタッ プしていただ くと、ページ番号を 入力する窓が 出てきます。例え ば、45
と入力をしていた だきまして、右下 の「Go」を 押していただ きますと、45ページに 飛ぶこ
とができます。近 隣のページに つきましては 、左右にめく っていただ ければ、移動 するこ
とが可能です。
参照文献の閲覧方法につきましては以上です。よろしくお願い申し上 げます。
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○鹿田係長

それ では、ステア リン酸マグネ シウムにつき まして、御 審議をお願い できれ

ばと思います。
参考文 献につ きまし て、フ ァイル の 1枚目 にマス キング と記載 がある ものに つきま して
は、グレーにマス キングされた 箇所が、要請 者等の知的財 産等に係る 情報であり、 一般に
は非開示となっております。
なお、要請者より、この 非開示部分に 関しては、
「専門家 が当該品目 の安全性を審 議する
際に必要不可欠と みなしたデー タについては 、言及又は資 料中に記載 することを妨 げるも
のではありません 」との申し出 がありました ので、本専門 調査会にお いて、安全性 を審議
する際に必要不可 欠とみなした データについ ての御発言、 評価書案へ の知見の記載 は可能
でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、資料2、評価書案に基づきまして、内容を御説明 いたします。
4ペー ジ、審議の経 緯でございま す。本品目 は初めて御審 議いただく ものでござい ます。
概要は6ページをお願いいたします。
2行目 の「1．用途」です が、本品目ステア リン酸マグネ シウムは製 造用剤として 用いら
れるものでございます。
説明が 前後いた します が、続 きまし て、「 7． 起源又 は発見 の経緯 」でござ います 。 7ペ
ージの 1行 目から でござ います が、ス テアリ ン酸マ グネシ ウムは 、脂肪 酸とマ グネシ ウム
からなる金属石ケ ンの一種であ り、我が国に おいても 2004年に既に添 加物として指 定され、
添加物として、特 定保健用食品 たるカプセル 剤及び錠剤並 びに栄養機 能食品たるカ プセル
剤及び錠剤の潤沢剤、潤滑剤又は付着防止剤として使用されております 。
続きまして、使 用状況でござ いますが、今 、説明のとお り、我が国 おいては添加 物とし
て指定されており まして、10行目以 降のような 使用基準が設 定されており ます。今 の資料
には反映されておりませんが、医薬品にも同様の使用用途として用いら れておりま す。
「（2）諸外国におけ る使用状況」でご ざいます。 14行目以降に「（ 2）諸外国にお ける使
用状況」を記載してお りまして、 15行目から「① 米国における 使用状況」です。米 国にお
いては、GRAS物質として認め られておりま す。
「②欧州におけ る使用状況」 ですが、欧州 においても同 様に添加物 としての使用 が認め
られ、23行目以降のような条件のもとで使用が認め られておりま す。
28行 目以降 、オー ストラ リア、 ニュージ ーラン ド等に おける 使用状 況も記 載のとお り、
オーストラリアに おいては添加 物としての使 用が認められ ておりませ んが、ニュー ジーラ
ンドにおいては添加物としての使用が認められております。
「9．国際機関等における評価」でございます。
7ページの38行目から「（1）我 が国における 評価」でござ います。
8ペー ジの 1行目からで す。2003年、厚生労働省は 薬事・食品衛生審 議会食品衛生 分科会
における審議 の結果、ス テアリン酸 マグネシ ウムについ て「 ADIを設定す る必要がな いも
のと考える」とし、
「保健機能食 品に係るカプ セル剤及び錠 剤の製造以 外の用途に使 用して
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はならない」と審議結果を出しております。
これを受けまし て、同年 、食品安全 委員会は、
「厚生労働省 薬事・食 品衛生審議会 食品衛
生分科会毒性 ・添加物合 同部会にお いて行わ れた『 ADIを設定 する必要は ないものと 考え
る』との評価の結果は、当委員会として妥当と考える。」と評価してお ります。
なお、 補足説 明でご ざいま すが、 9行目以 降の「 事務局 より」 にござ います ように 、当
時の2003年の審議に おいて、評 価書は御作成 いただいてお りません。ま た、添加物 専門調
査会において、ス テアリン酸塩 の評価として 、2004年にス テアリン酸カ ルシウム、マグネ
シウム 塩の評 価と して、 2007年 に水 酸化マ グネ シウム 、 2010年にケ イ酸 マグネ シウ ム、
2012年 にリン酸一水 素マグネシ ウムの評価を いただいてお り、本評価 書案において も適宜
これらの知見を参照しております。
11行目以 降「（ 2）JECFAに おける 評価」 でござい ます。 JECFAにお いても 数回、 ステ
アリン酸マグネシ ウムは評価さ れております 。1963年の会 合、1973年の 会合において 、ス
テアリン酸マグネ シウム、ス テアリン酸塩 の評価を行っ ておりまし て、ADIは「 not lim ited」
としております。
1985年の会合にお いて再確認 を行い、 ADIは「 not specified」とさ れ、さらに最 新の結
果、昨年でござい ますが、 2015年においても ADIは「 not specified」 と確認されて おりま
す。
20行目「（ 3）米国に おける評価」で ございます。米 国においても FDAのGRAS物 質評価
専門委員会により 、ステアリン 酸マグネシウ ムは現在の使 用方法と使 用量において 、公衆
の健康に有害な証拠は認められないとしております。
25行 目「（ 4） EUに おける 評価」 でござい ます。 27行目の ように、 SCFにお いて、 ADI
は「not specified」 とされており ます。
説明が前後いた しますが、戻りまし て、6ペー ジの 20行目「5．性状」でご ざいます。我
が国において現在 使用が認めら れております 添加物ステア リン酸マグ ネシウムの成 分規格
におきまして、定義と いたしまして、
「本 品は、主としてス テアリン酸 及びパルミチ ン酸の
マグネシウム塩で ある。」と されておりま して、含量 、性状と して、記 載のような規 定がご
ざいます。
なお、今回の規 格基準改正案 において、含 量及び性状の 規定は現行 の規定から変 更はあ
りません。
そのた め、 11行 目の「 3．分子量 、分子 式」と して、 ステア リン酸マ グネシ ウムと パル
ミチン酸マグネシウムの分子式と分子量を記載いただいております。
まとめと いたしま して、 8ペ ージの 30行目 「10．評価要 請の経緯 、使用基 準の改正 の概
要」でご ざいま す。今 、御説 明のと おり、 ステア リン酸 マグネ シウム の現行 の基準 は 9ペ
ージの10行 目でございま すが、現在 、特定保 健用食品であ るカプセル 剤及び錠剤並 びに栄
養機能食品たるカ プセル剤及び 錠剤に使用が 認められてい るところで すが、今回の 基準改
正案といたしまし て、特定保健 用食品等の条 件を外し、さ らに錠菓を 用いるという ものが
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使用基準改正の概要でございます。
錠菓については12行目以降に補足の説明を記載し ております。
概要につきましては以上でございます。御審議をよろしくお願いいた します。
○梅村座長

それ では、品目の 概要の主担当 は佐藤先生で すが、何か 追加補足の説 明はご

ざいますでしょうか。
○佐藤専 門委員

7ペー ジの御 説明の ときに 、この 評価書 にはな いので すが、 医薬品 にも

用いられているというお話ですが、これはつけ加えられるということで すか。
○梅村座長

事務局、そのように。

○鹿田係長

もし 必要であれば 、つけ加えさ せていただけ ればと思い ますが、いか がでし

ょうか。
○佐藤専門委員

つけ加えていただいて、いいと思います。お願いします。

○鹿田係長

では、そうさせていただきます。

○梅村座長

ほかにございますか。佐藤先生、それ以外はないですか。

○佐藤専門委員
○梅村座長

久保田先生、何かございますか。

○久保田専門委員
○梅村座長

大丈夫です。

特にこれ以上はございません。

今、 7ページの 「 8．」の 「（ 1）我 が国に おける 使用状況 」のと ころで、 ステ

アリン酸マグネシ ウムについて ですけれども 、医薬品への 使用のこと があまり書い ていな
いということで、ここに追記したらどうかということですが、よろしい ですか。
それでは、事務局、よろしくお願いいたします。
○鹿田係長

承知しました。

○梅村座長

その ほかにこの概 要のところで 何か御質問は 、ほかの委 員の先生から ありま

すでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、引き続き、体内動態でしょうか。よろしくお願いします。
○鹿田係 長

あ りがと うござ います 。続き まして 、体内 動態を 御説明 いたし ます。 9ペー

ジの15行目以降でございます。
まず、ステアリ ン酸マグネシ ウムそのもの を被験物質と した体内動 態に関する試 験成績
は確認されていな いといただい ておりまして 、21行目以降 でございます が、JECFAの知見
がございます。昨年 ですが、JECFAは、ステ アリン酸マグ ネシウムは 胃内の酸性条 件下で
溶解し、マグネシウ ムイオンとス テアリン酸 イオンに分離 して吸収され るとしており ます。
こちらにつきま して、10ペー ジですが、松井専門 委員と石井専 門委員より、ステ アリン
酸マグネシウムの 溶解性に関し まして、コメ ントを頂戴し ております 。こちらにつ いては
後ほど御議論をい ただきたいと 思います 。なお、以降、現行 の評価書案 といたしまし ては、
昨年のJECFAの知見に 基づいて、記 載させていた だいておりま す。
10ペ ージの 4行目でご ざいま すが、添 加物ス テアリ ン酸マグ ネシウ ムの体 内動態に つい
ては、ステアリン 酸、マグネシ ウム塩、ステ アリン酸塩の 体内動態に 関する試験成 績を参
8

照することとしたといただいております。
「（ 1）ス テアリン酸 」でござい ますが、10ペー ジの 10行目から「①吸収」「 a．ヒ トにお
ける知見」について、ご覧のように記載いただいております。
「②分布」につきましては、 11ペ ージの 9行目から「 a．ラット 経口投与試験」を 記載い
ただいております 。なお、本試 験につきまし て、伊藤専門 委員、石井 専門委員より 、試験
の取り扱いについ てコメントを 頂戴しており まして、こち らについて も後ほど先生 方に御
意見を頂戴できればと思います。
「③代謝 」でご ざいま す。 17行目 から「 a． ラット 脂質生成 阻害試 験」が ございま す。
こちらにつきまし ても同様に、 伊藤専門委員 、石井専門委 員より御意 見を頂戴して おりま
すので、後ほど御議論をいただければと思います。
次に「（2） マグネシウ ム塩」の体内動 態でございま す。これらにつ きましては、 リン酸
一水素マグネシウ ム評価書の記 載を引用いた だいている知 見でございま すが、12ペ ージの
3行目 から「 ①吸収」 の知見が 「 a．」～ 「 e．」 まで記載 いただ いており まして、 13ペ ージ
の10行目まで、マグネシウム塩に関する吸収の知見 を記載いただ いております 。
同様に、 13ペ ージの 12行目 から「 ②分布」 に関して 、「 a．」 ～「 f．」 まで、 14ペー ジの
26行目まで知見を記載いただいております。
次に「③排泄」でございます が、14ページの 28行目から 排泄の知見 を記載いただ いてお
りまして、「a．」～「f．」まで記載いただいており ます。
なお、 15ペ ージの 13行 目「c．ヒトに おける 知見」 でござい ますが 、この 試験につ きま
して、松井専門委員より コメントを頂 戴しておりま して、本文の記載、 15行目の低 マグネ
シウム食という記載についても御意見を頂戴しております。
それに対しまし て、石井専門 委員よりコメ ントを頂戴し ております ので、後ほど 御議論
をいただれればと存じます。
16ページ の22行目 から「（ 3）参 考資料」と いたしまして 、ステアリ ン酸カルシウ ムの吸
収の知見を記載いただいております。
最後でご ざいます が、 17ペー ジの 4行目 「（ 3）ま とめ」と いたし まして、 松井専門 委員
より、まとめの記 載の御発案が ございました ので、項目を 作成させて いただきまし た。な
お、記載内容につ きましては、 石井専門委員 より、専門調 査会での議 論を踏まえま して、
作成を検討すると いうことにし ていただきた く存じますと コメントを 頂戴しており ますの
で、御意見を踏まえまして、専門委員の先生方に御作成をお願いできれ ばと思いま す。
体内動態につきましては以上でございます。御審議をよろしくお願い いたします 。
○梅村座長

体内 動態に関して は、ステアリ ン酸とマグネ シウム塩と 参考資料とい う形で

ステアリン酸カル シウムに分か れているので すけれども、 担当の先生 には、まずそ もそも
の最初の体内動態 のところでい ろいろコメン トをいただい ています。 つまり、ステ アリン
酸の手前、 10ページの 8行目ま での議論 を先に 進めた いと思う のです けれど も、伊藤 先生
が主担当かと思いますが、体内動態の最初のところについて御説明をい ただけます か。
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ここのところに 松井先生と石 井先生から御 意見をいただ いているの ですが、主担 当の伊
藤先生から、もし 議論になるポ イントがある ようでしたら 、御説明を いただれれば と思い
ますが、いかがでしょうか。
○伊藤専門 委員

こちら にも記載 してい ただい ています ように 、 9ページ の 21行目に あり

ますように、JECFAの資料でステ アリン酸マグ ネシウムは胃 内の酸性条件 下で溶解し 、マ
グネシウムイオン とステアリン 酸に分離して 吸収されると いうことで 、それぞれの 動態を
記載してい るとい うこと で、そも そも 9ペ ージの 16行 目にあり ますよ うに、 ステアリ ン酸
マグネシウムを被 験物質とした 体内動態試験 の報告はあり ませんので 、それぞれの イオン
での動態を確認するしかないとは思われるのです。
ただ、ステアリ ン酸カルシウ ムのほうはほ とんど吸収さ れないとい う記述が先ほ どの参
考資料のほうにも 記載がありま して、マグネ シウムでは本 当にここに 書いてあると おりか
どうかという、そ のエビデンス といいますか 、それが確実 かどうかと いう御意見を 松井先
生と石井先生から もいただいて おりまして、 それにつきま しては資料 がない状況か と思い
ますので、恐らく 程度が低いに しても、その ままの形で吸 収されると いうことはあ まりな
いと思いますので 、それぞれの イオンでの動 態を確認しな くてはいけ ないことは仕 方がな
いのではないかと私は思います。
○梅村座長

松井 先生から問題 提起をしてい ただいたので すが、副担 当の石井先生 、先に

お願いします。
○石井専門委員

やはり、ステ アリン酸マグ ネシウムその ものの吸収 に関するデー タがあ

りませんで、それ をステアリン 酸カルシウム のデータから 類推すると いうことなの です。
ただ、記述がち ょっと違って いまして、Gacs and Barltropの論文だと 、ステアリン 酸カル
シウムはほとんど 吸収されない というデータ が出ています 。一方 、JECFAの記述だ と吸収
されるようなこと が書いてあり まして、矛盾 した記述があ ります。そ こら辺をどう したも
のかなと思っております。
○梅村座長

松井先生、お願いします。

○松井専門委員

コメントをい たしましたと おりでござい ます。ステ アリン酸カル シウム

はほとんど吸収さ れない。これ はたしかカル シウムをラベ ルし与えた 試験だったと 思いま
すけれども、ステ アリン酸マグ ネシウムは吸 収されるのか というと、 根拠がない状 態でこ
のように明瞭に書 くのはいかが なものかとは 思っておりま す。ただ、 先ほどお話が ありま
したように、実際 にデータがな い状況ですの で、弱いと考 えるとか、 解離があまり しない
と考えられるとか、書きぶりで対応するしかないのかなとは思います。
○梅村座長

多分 、事務局は今 回の評価をス テアリン酸と マグネシウ ムに分けて評 価する

根拠の一つとして 、JECFAの記載 を引用をした のだろうと思 うのですが 、そのあた りはど
うなのでしょうか 。つまり、そ れがエビデン スとして認め られないの であれば、そ の記述
を削除するという方向になるのでしょうか。
○頭金 専門委 員

JECFAは解離 する と考え ている とい うこと ですの で、 JECFAの考 えは
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残しておい てもい いと思 いますが 、 10ページ の 4行目 のところ から「 本専門 調査会」 云々
というところがあ りますので、 この場所に、 伊藤先生、石 井先生ある いは松井先生 からの
御意見を加筆すれ ばよいと思い ます。私の理 解では、ステ アリン酸カ ルシウムでは 解離し
にくいということ から、マグネ シウム塩にお いても解離し にくいこと は予測される けれど
も、解離した場合 のほうが吸収 率が高いので あれば、安全 側のほうに 立って、ステ アリン
酸とマグネシウム 塩に分けて評 価すると考え る方がよいの ではないか ということに なりま
す。
○梅村座長

ほかに御意見はございますでしょうか。どうぞ。

○中江専門委員

頭金先生にお 聞きしたいの ですけれども 、カルシウ ム塩の場合が 解離し

ない、あるいはほ とんどしない から、マグネ シウムもそう だと思われ るというとこ ろは、
それでいいのですか。
○頭金専 門委員

それ を直接 証明す るデー タがな いと思 います 。同じ 2価イオ ンとい うこ

ともありますので、そう類推したということですけれども、類推の域は 出ません。
○中江専門委員

2価イオンであるという、それだけが根拠ですか。

○梅村座長

山添先生、どうぞ。

○山添委員

今回 の問題、今の カルシウムと マグネシウム は後で話し ますけれども 、その

前に考えておかな ければいけな いのは、今回 ここに出てく るデータは 実際に量的に アプラ
イした量がかなり 違うデータが 一つごちゃま ぜに入ってい るというと ころがあるの です。
大量に投与した場 合には、一つ は溶けると言 っても限度が あって、溶 けないものも ある。
その溶ける、溶 けないにか かわっている ところは 、今、議論 になってい る胃の酸の問 題と、
もう一つ は腸管 におけ るミセ ル形成 と 2カ所 ありま す。実 は、そ のどち らも吸 収にか かわ
っているはずです。
ですから、大量 に投与したデ ータでは、基 本的には吸収 率は極めて 低いというデ ータに
当然なると予想さ れます。低い 用量でラベル 体を使ったよ うなデータ の場合は、ど うして
も吸収率が高いと 出てくるとい うことになり ます。この点 に関して言 えば、今回、 添加物
として使用する量 で見た場合に どういう判断 をしたらいい のかと量的 なファクター も考え
て、一つ入れる必要があると思います。
もう一つ、それ で先ほど議論 になっていた カルシウム塩 とマグネシ ウム塩はどう かとい
うのは、 これは 2価の金 属の問 題では なくて 、結晶 形の問 題です 。晶形 があっ て、そ れが
崩壊をしやすいか 、安定かどう かということ で、実は決ま る問題です 。ですから、 晶形が
同じカルシウム塩 であってもマ グネシウムで あっても、晶 形はどうい う形で消失す るかに
よっても変わって きますし、溶 解度は当然変 わってきます 。ですから 、一概にどち らがど
っちということは 、その実験の 結果はそうな のだろうと言 いますけれ ども、違った サンプ
ルについては同じ かどうかとい うのは慎重に 判断する必要 があると思 います。とい うこと
が、要はこれを判断するときに注意しなければいけない要因だと思いま す。
ここで考えた場 合には、恐ら く量的には、 それほど多く ない量をア プライする場 合の吸
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収をどう考えるか ということに なると思いま す。そうした 場合には当 然のことなが ら、個
人差は pH2～ 6くらい あると思いま すけれども、胃で もある程度の 量は溶けるで あろう。胆
汁酸の分泌がちゃ んとできてい れば、ミセル 形成もきちん と起きるで あろうという 中で、
どういうふうにこ れの吸収を考 えるのかとい うことを考え ていただけ れば、それで 先生方
のほうで、この辺でよかろうと判断をしていただければ、いいのではな いかと思い ます。
○梅村座長

ありがとうございます。

今、頭金先生か ら御提案いた だいた 10ページの 4～ 7行目 の間をどう いう書きぶり にする
かという議論かと思いますけれども、ほかに何かございますか。
佐藤先生。
○佐藤専門委員

大体、ステア リン酸は酸性 では溶けるだ ろうなとは 思います。た だ、ス

テアリン酸は脂肪 酸なので、酸 の中では遊離 してしまって イオンには ならずに、マ グネシ
ウムのほうはイオ ンになると思 いますけれど も、ステアリ ン酸は遊離 するかなと。 弱酸の
遊離というのです か。塩酸とか 強い酸の中で はイオンにな っていない かもしれない なとい
うのが、今、評価書を読んでいて思ったのです。
○山添委員

それ を純水の系の 中で考えるか 、ヒトのシチ ュエーショ ンで実際の食 生活の

中で考えた場合に は、恐らく繊 維質とか、い ろいろなもの を含めた、 いろいろな食 事と一
緒に摂るとか、い ろいろなシチ ュエーション を考えるわけ です。その 場合には、溶 けた脂
溶性のものは大抵 そういう形に くっついた形 。ただし、分 散媒として 広がった形と して入
っていくので、腸 管に行った場 合には、表面 積の大きい消 化管のとこ ろでは、そこ からミ
セル形性ができて 吸収されると 考えるという のが一般的な 考え方です。 gastric em ptying
rateとか をはかると きにはそう いうふう にして、薬 などはそう 評価をする わけなので 、今
回も多分、純水の 系ではなくて 、ヒトの消化 管ということ を想定した 上で、先生方 に判断
をしていただければいいのではないかと思います。
だから、aggregationと かいうのは、消 失したフリー になって、物理 的にはあり得 ると思
いますけれども、 そこはいろい ろな繊維質と か、そういう ものがくっ つくなりで考 えてい
ただければ、いいのかなと思います。
○梅村座長

まだ いろいろ不確 定な内容とい いますか、直 接的なエビ デンスがない という

ところはそうなの ですけれども 、整理させて いただくと、 このステア リン酸マグネ シウム
の評価をステアリ ン酸とマグネ シウムで行っ ていくという こと自体は 、御異論はな いでし
ょうか。よろしいでしょうか。
そうなり ますと 、今の 繰り返し になり ますけ れども、 その手 前の 10ペー ジの 4行目 から
の書きぶりになり ますが、その あたりは佐藤 先生、伊藤先 生と石井先 生で少しまと めてい
ただくということ は可能ですか 。そのあたり はどこまで踏 み込んで書 くか、あるい はどこ
まででやめておく かのあたりを もう少し具体 的に御示唆い ただけるの であれば、よ ろしい
かと思います。どなたか御意見はございますか。
伊藤先生、石井先生、どんな感じですか。
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○石井専門委員

大変厳しいの ですけれども 、山添先生 、1つお伺いし てよろしいで すか。

結晶形によって溶 けるか溶けな いかというの が変わってく るとおっし ゃいましたけ れども、
ここで添加物とし て使われるス テアリン酸と マグネシウム がどういう 結晶形をして いるか
などというのはわからないわけですよね。
○山添委員

結晶 になっている か、am orphousの状態かも わからないし、am orphousであ

れば、溶けやすいと思います。
○石井専門委員
○梅村座長

なるほど。どうしたものでしょう。

もし 、このあたり まで踏み込ん で書くかどう かを御提案 いただければ 、そこ

まではというよう な話にもなる かと思います が、もしお考 えがあれば 、どのあたり までを
踏み込むかどうか。
○石井専門委員

まだ具体的にはちょっと。

○梅村座長

どうぞ。

○山添委員

では 、石井先生の 参考までに。 さっきも言っ たように、 今回の場合は 添加物

なので、多い と言っても実 際には 、ここの資料 の中に出て くるようなk g当た り、ど かっと
という感じではな いので、実質 的には少ない 量だと思いま す。そうす ると胃酸の分 泌で胃
の滞留時間とかを 考えていけば 、基本的には 溶ける。一旦 分離はする 。それで分か れた形
として腸管側に運ばれる。一応そう考えるのが素直な解釈だとは思いま す。
○石井専門委員

素直なのでしょうけれども。

○梅村座長

それを文章に出すかどうかというところはどうですか。

○山添委員

断定 をできないの で、両方の場 合の報告があ ると。ただ し、少量の場 合には

溶けると考えた場 合に吸収率は どのくらい。 低い場合には 当然もっと 低いのであま り考え
なくていいわけな ので、吸収さ れた場合には どれくらいと いうような 、ある程度の 数値の
目安として、先生 方で記載をし ていただけれ ば、それで大 体わかるの ではないかと 思いま
す。
○石井専門委員

JECFAが言い切っ ている根拠と いうのは 、どこかに 示されてはい ないの

ですか。
○髙橋課長補佐

JECFAの評価書は 25番の 文献でござい まして 、引用元の記 載は 40ページ、

2. 1、 biochemical aspectsの冒頭の 4行 です。評価書案 では、この記載 を日本語にし ており
ますが 、JECFAは 、この 記載に 関し て特に 参照文 献を 引用し ており ませ んので 、 JECFA
の判断である可能性もあると思います。
○梅村座長

ここは一切議論にはなっていなかったです。

○髙橋課長補佐

ただ、評価書 案の文案につ きましては、 御議論を踏 まえまして、 先生方

と相談をさせていただければと存じます。。
○梅村座長

もしかしたら必要な文献も少しあるかもしれないということですよね 。

○髙橋課長補佐

きょうの御議 論などを踏ま えまして、文 案を御相談 させていただ ければ

と思います。
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○梅村座長

わかりました。よろしいでしょうか。

○石井専門委員
○梅村座長

そうですね。

どうぞ。

○石塚専門委員

話がずれるか もしれないの ですけれども 、ステアリ ン酸カルシウ ムの吸

収を今回、ステア リン酸とマグ ネシウムのほ うに参考にす るという話 が今、出てい たと思
うのですけれども、 16ページ の「①吸収」では、参考 資料としては ある意味、評価 から外
されている形にな っているので すが、今回、 評価書の中で ステアリン 酸カルシウム の資料
が参考資料だった り、参考資料 でなかったり しているとこ ろがあるの かなと思った のです
けれども、これは参考資料になっている理由は何かあるのですか。
○髙橋課長補佐

今回、評価 書の案を御用 意させていた だくに当た りまして、JECFAの評

価が新しく 2015年に なされたこ とから、JECFAの考え 方をベースに、ステアリン酸 マグネ
シウムはステアリ ン酸とマグネ シウムに解離 するとして、 さらに、項 目については 、ステ
アリン酸の項目、マグネシウム塩の項目として整理させていただきまし た。
ただ、ステアリン酸カ ルシウムにつ きましては、2004年 に添加物専 門調査会で御 審議を
いただいており、 その際には、 ステアリン酸 カルシウムは 解離しにく いため、あま り吸収
されないとされて おります。し たがって、ス テアリン酸マ グネシウム が仮に解離す るとし
た場合、解離しに くいとのステ アリン酸カル シウムの知見 を、今回の 評価に直接的 に用い
る資料にしていい のかどうかと いうことがご ざいます。し たがって、 事務局として は、今
のところは参考資 料として整理 をさせていた だいておりま すが、その 扱いにつきま しても
先生方の御議論を踏まえて、再度整理させていただきたいと考えており ます。
○梅村座長

石塚 先生の御指摘 は、ステアリ ン酸カルシウ ムの扱い方 が参考資料に なって

いたり、そのままそれを使っていたりしているというところもあったの ですよね。
○石塚専門委員

今回、松井先 生からの御指 摘で、ステア リン酸マグ ネシウムが一 部、カ

ルシウムのほうで 解離をしにく いかもしれな いという意見 をもし評価 書に盛り込む のであ
れば、ここが参考資料になってしまうのは矛盾するかもしれないなと思 った次第で す。
○梅村座長

その辺はよろしいですか。

○髙橋課長補佐

評価に一部使 っていただく ということで あれば、参 考資料という 形では

なくて、評価の対象の資料という形で項目を整理したいと思います。
○梅村座長

動態の先生、そのあたりはよろしいでしょうか。

それでは、一番 大きな問題は 、ステアリン 酸とマグネシ ウム塩で評 価を続けるか どうか
というところだっ たと思うので 、そのあたり は皆さんに合 意いただい たので、その 先に進
もうと思います。
次は、ステアリン 酸になります。 このステアリ ン酸に関して の吸収、分布、代 謝が 11ペ
ージまで書いてあ るのですが、 伊藤先生、コ メントをいた だいている と思うのです けれど
も、御説明をいただけますか。
○伊藤専門委員

ステアリン酸 のほうも、そ の次のマグネ シウム塩も そうなのです が、こ
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れは吸収、分布、 代謝と分けて 記載をしてい ただいている のですけれ ども、以前、 何かの
評価書のときに文 献ごとにまと めていただい たかと思いま すので、同 じ文献の中に 吸収と
分布の両方を含む ような内容の ものが多くて 、例えば血中 濃度とかは 分布も排泄も 全部あ
っての血中濃度だ と思いますの で、このよう に分けるより は文献ごと にまとめてい ただい
たほうが、かえってわかりやすいのではないかと思います。
そうしますと、 マグネシウム 塩のほうにな ってしまって 申しわけな いのですけれ ども、
今は「ヒトにおけ る知見」とい うタイトルが 全部並んでし まっている のですが、そ のあた
りも解決するかと 思います。四角 の囲みの中 に、分布に対す る試験は本 試験のみです とか、
代謝に関する知見 は本知見のみ ですというコ メントをいた だいている のですが、そ の論文
での検討事項を記載していただくという形で、ある意味、解決するのか なと思いま す。
○梅村座長

石井先生、そのあたりはいかがですか。

○石井専門委員
○梅村座長

そのほうがわかりやすいかなという気がいたします。

11ページの四角囲みの中は、つまり。

○伊藤専門委員

分布のほうの 10行目 のところです けれども、ステア リン酸そのも のの分

布ではなくて、ス テアリン酸を 投与して生成 された標識コ レステロー ルが分布して いたと
いうような内容で あることと 、proceedingというこ とで、著者の本文の 中にも prelim inary
な結果を発表しま すみたいなこ とが書いてあ りますので、 しかもラッ トですし、特 に必要
はないかもしれな いと思ったの がその分布の ほうで、代謝のほ うも 19行目あたりで すけれ
ども、肝ホモジ ェネート画 分における アセチル CoAの脂肪酸へ の取り込み を減少させ たと
いうことで、ステ アリン酸その ものの代謝の 話ではないと 思いました ので、これは 文献そ
のものがここでは必要ないかもしれないと思ってコメントをさせていた だきました 。
○梅村座長

石井先生、そのあたりはよろしいですか。

○石井専門委員
○梅村座長

同じ意見です。

どうぞ。

○髙橋課長補佐

2点 お伺いいたし ます。11ページの 2つ の知見は、ス テアリン酸の 知見と

してはこ の 2つし かござ いませ んが、 やはり これら は書か ないほ うがい いと承 ってよ ろし
いでしょうか。
もう一点は、吸 収、分布とい った整理では なく、文献ご とに整理す べきとの御指 示であ
れば、そのように させていただ きます。ただ 、過去にご審 議いただき ました、リン 酸一水
素マグネシウム評 価書では、項 目を吸収、分 布といった形 で整理して おりまして、 同じ論
文でも別の項目に 記載された形 でございます 。なお、今回 のご指示を 踏まえ、論文 ごとに
再整理するという ことであれば 、項目の表題 につきまして も、併せて 御相談させて いただ
くということでよろしいでしょうか。
○梅村座長

そのあたりはいかがでしょうか。どうぞ。

○頭金専 門委員

11ペー ジの 10行目 のラッ ト経口投 与試験 で、こ のデー タが prelim inary

なデータで、かつ ステアリン酸 そのものの分 布を見ている わけではな いという伊藤 先生か
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らのコメントを考 えると、確か に証拠として は低い証拠能 力かなとは 思います。一 方で、
ステアリン酸を投 与したときに どこの臓器に 分布するかと いう情報は 、必要でない のかな
と思います。
○梅村座長

どうぞ。

○伊藤専門委員

これはコレス テロールの分 布を見ていま すので、ス テアリン酸そ のもの

の分布ではないのかなと思ったのですけれども、それでも必要でしょう か。
○頭金専門委員

この研究はス テアリン酸を ラベルして、 コレステロ ールを見てい るとい

うことでですか。コレステロールを測定した理由がよくわかりません。
○伊藤専門委員

生成されたコ レステロール のほうだけを 見ているの で、コレステ ロール

としての分布。
○梅村座長

これは文献の何番ですか。

○鹿田係長

文献 は56番 でございます 。L eo and F oti（1961）とい う文献でござ い ま す 。

○山添委 員

読 んで いない ので、 よくわ かりま せんが 、恐ら くス テアリ ン酸が β酸化 で酢

酸になって、それ で取り込まれ て、それでコ レステロール に入ってい きますので、 そのラ
ベル体のそれを見ているのだと思います。
○鹿田係 長

文 献とし まして は、記 載とし ては 8ペ ージ中 の 3段落 目でし て、「 to make a

contribution」 という箇 所がコ レステ ロールの 記載に なってい るかと 存じま すが、い かが
でしょうか。
○頭金専門委員

ステアリン酸 が代謝されて 、それが途中 の代謝物と してコレステ ロール

ができている。そ れを見ている ということで すね。そうす ると伊藤先 生のおっしゃ るよう
に、これはコレス テロール生合 成の影響を受 けてしまうデ ータになっ ているという ことで
すか。
○山添委員

とい うか、コレス テロールの生 合成を考えれ ば、コレス テロールは我 々の体

の中では、基本的 に普通の人の 場合、半分は 食事性のもの で、残りは 自分の体がつ くって
いるわけです。そ の部分のとき に結局、メバ ロン酸経路で どんどん組 み立てていっ て、最
終的にコレステロ ールに行きま すけれども、 最初のところ のメバロン 酸の供給源の ところ
には、酢酸側か らマロニー ル CoAに入っ ていって、 縮合して入 っていきま すから、そ この
ところで C2ユニットは 取り込まれる というのはい いのだと思う のですが、したがって 、つ
くられる場所の大半は肝臓ということになりますよね。
○頭金専門委員
○梅村座長

そうですね。コレステロールの主な生成場所は肝臓になりますね 。

情報としてもあまり有効ではない。

○頭金専門委員

そうすると、 直接的なステ アリン酸の分 布を反映し ていないデー タとい

うことになります か。そうであ れば、載せる 必要はないと いうか、載 せると誤解を 生じや
すいということになりますか。
○梅村座長

よろしいですか。

○伊藤専門委員

そうではないかと思ったのです。
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○梅村座長

石井先生、よろしいでしょうか。

○石井専門委員
○梅村座長

私もそう思います。

どうぞ。

○中江専門委員

ナイーヴな質 問で申しわけ ないのですけ れども、この 論文が prelim inary

であるか どうか は別と して、 テーブ ル 1では ステア リン酸 をラベ ルした ものを 与えて 、コ
レステロ ールの 値をラ ベルさ れたも のとし てはか ってい るわけ ですよ ね。テ ーブル 2はリ
ノレン酸を同じく 14Cラベルして、それを 14 Cコレステロ ールとして見 ているわけで すね。
今の御議論があ って、さっき の88ペ ージの to m ake云々 というとこ ろで多分言っ ている
話だと思うのです けれども、コ レステロール 生合成によっ てバイアス がかかってい るにし
ても、この 1 4 Cはテーブル 1の 場合ステアリ ン酸由来だか ら、一定の価 値はあると思 っては
いけないのでしょうか。
○梅村座長

そのあたりはわからないのですけれども。

○中江専門委員

だって 1 4 Cがあるも のだけで見て いるから 、ノンラベ ルのコレステ ロール

は関係ないわけで すよね。少なくと もラベルされ たこの 1 4 Cに関して は、ステアリン 酸由来
と考えられますよね。
○梅村座長

頭金先生、どうぞ。

○頭金専 門委 員

今 回の実 験に 関して はコレ ステ ロール に取り 込まれ てい る 14 Cだけ しか

はかって いな いとい うこと にな ると、 コレス テロ ールの 生合成 活性が 一番 強い肝 臓が 1 4 C
の分布が一番多くなる可能性があるということを、議論していたと思い ます。
○中江専門委員

それはもちろ んそうなので すけれども、 この評価書 で言っている のは、

いろいろなところ に行っていま すというだけ でしょう。ど こが多いと か、どこが少 ないと
か言っていないわけですよね。
○頭金専門委員

14 Cの分 布が肝臓に 多くなってい ないというの は、
今 の議論から言 うと不

思議ではあります。
○梅村座長

その あたりは、こ と細かく書け ば誤解がない のかもしれ ないのですが 、そこ

まで書く必要があ るかどうかと いうのも含め て、今の意見 を伺うと、 あまり書いた 意味も
ないのかなという 感じもするの ですが、いか がでしょうか 。非常に限 定的な情報に なって
しまう。それを全 部書けば、誤 解もないので しょうけれど も、そこま でして肝臓で の話を
する必要があるか、というところなのだろうと思います。
代謝の先生方、削除という方向でよろしいですか。
○石井専門委員

ステアリン酸 の代謝そのも のの意味をあ らわしてい るかというと 、それ

はあまり 意味 がない のでは ない かと私 は思い ます 。要す るにそ れが代 謝さ れた結 果、 1 4 C
がどこに分布して いるかという 話をしている わけであって 、ステアリ ン酸がどこで どうな
っているかという 話ではないで すよね。そう いうことのデ ータを載せ る意味がある のか、
私は疑問に思います。
○梅村座長

伊藤先生、どうぞ。
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○伊藤専門委員

今、伺いなが ら考えていた のですけれど も、むしろ これはステア リン酸

の代謝に関しては 情報になるか もしれません ので、
「 ③代謝 」は全然違う 論文ですけれ ども、
もし論文ごとにま とめていただ けるのでした ら、論文とし ては残して 、ここにある 情報を
全てといいますか 、コレステロ ールをはかっ たらどうだっ たというこ とをしっかり 書いて
いただければ、それも一つかなとは思いました。
○梅村座長

意見が錯綜していますが、どうでしょうか。

○中江専門委員

もう一つ素朴 な疑問ですけ れども、テーブル 1と テーブル 2で値が 違って

いますよね。全く 一緒ではない ですよね。先 ほど来の御議 論で、ソー スが関係なく 、コレ
ステロールの生合 成の後の分布 を見ているだ けだというの であれば、 それがリノレ ン酸で
あれ、ステアリン 酸であれ、ほ ぼ一緒になる のではないか と思うので すけれども、 そこは
いかがなのでしょうか。
○伊藤専門委員

恐らく先生の おっしゃるよ うに、そのも のの分布も 混ざってしま ってい

るのかもしれない と思いますけ れども、どこまで 厳密に 1 4 Cの中身を 分けているか は、私も
完全に理解をできていないです。
○梅村座長

今、 伊藤先生から は、今のよう に吸収、分布 、代謝と分 けずに文献ご との整

理でいけば、そこ のところに今 回の今、議論 になっている 論文の情報 も有用なので はない
かという御意見なのですが、いかがでしょう。どうぞ。
○関野評価第一課 長

今さまざ まな御意見を いただいたの で、後でじ っくり先生方 と相談

をしたいとは思う のですけれど も、思う に、先ほど 10ペー ジのところ でステアリン 酸マグ
ネシウムが分離す るかどうかと いったところ の議論があっ たことを一 つの前提とす れば、
ステアリン酸はス テアリン酸 、マグネ シウムはマグ ネシウムで 、少なく とも「（ 1）」と「（ 2）」
くらいは文献が同 じであっても 分けさせてい ただくほうが 、かえって 評価書として はいい
のではないかと思います。
その中 でそれぞ れ、今 、御議 論いただ いたL eoらの文 献の内 容を分 布の中 に書くの がい
いのか、それとも 代謝の一部な のか、このあ たりのポジシ ョニングは 別途工夫があ るかと
思いますけれども、 少なくとも「（ 1）ステ アリン酸」、「（ 2）マグ ネシウム」は、そ の手前
の段階で分かれる ことを前提に 、その後に評 価が続くこと を考えれば 、分けさせて いただ
く方法を考えてみたいと思います。
○梅村座長

それ はそうですね 。ただ、この ステアリン酸 は情報がこ れしかないの ですよ

ね。これを削ると なくなってし まうので、そ ういう意味も 少しあるの で、豊富なデ ータが
ある中では少しク オリティーの 高いものを選 んでというこ ともあるか もしれないの ですが、
この場合は、誤解 のないような 書き方をして 載せるという のも一つの 方法かもしれ ないで
す。一度こちらに 預からせてい ただいて、代 謝の先生方と 御相談をし ながら、もう 一回書
いて見て、見ていただければと思います。よろしいでしょうか。ありが とうござい ます。
それでは、すで にマグネシウ ム塩の話にも 入っています けれども、 ここのあたり は何か
ございますか。
「ヒトにお ける知見 」のところ で松井先生か らもコメン トをいただい ている
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ので、その話は後 にしておいて 、今、ステア リン酸で話し たような流 れの中でのマ グネシ
ウム塩に関する記 述で何かコメ ントはござい ますでしょう か。御担当 の先生方から は、何
か特にコメントはございませんか。
○伊藤専門 委員

12ペ ージの 5行目あた りに松 井先生 からも御 指摘を いただ いている ので

すが、今、新しい 情報がマグネ シウムのトラ ンスポーター とかもわか っているのか なと思
いますので、もし できれば、そ ういったあた りも追加して いただける といいのかも しれな
いと思いました。
○梅村座長

事務局、よろしいですか。

○髙橋課長補佐

それでは、申 請者に提出を 求めるという ことと承っ てよろしいで しょう

か。
○梅村座長

申請 者に何かを求 めるときには 、何か必要性 を訴えない といけないと いうこ

とですか。
○髙橋課長補佐
○梅村座長

理由としては、新しい知見が必要とのことでしょうか。

大きな理由にはなる。

○髙橋課長補佐

新しい知見を 申請者に求め て、評価書に 追加したほ うがよろしい かどう

かにつきましては、御議論をいただければと思います。
○梅村座長

松井先生、何かございますか。

○松井専門委員

全体的に前の 評価書に書い てあることを そのまま転 記するような 形で、

基礎的な代謝が書 かれているの です。評価対 象が変わるご とに少しず つ新しいもの を入れ
ていないので、ど んどん情報が 古くなってい るというのが 現状だと思 います。です から、
可能でしたら申請 者の方にお願 いしたら、よ ろしいかなと 思います。 無理でしたら 、それ
はそれなりに対応を考えることもできると思います。
○梅村座長

ありがとうございます。

この点について 、ほかにござ いますか。マ グネシウム塩 に関して、 新しい文献か らの新
たな情報を加えるべきではないかと。
○頭金専門委員

新しい知見を 加えるという ことはよろし いかと思う のですけれど も、申

請者に要求せずに 、我々のほう で、この調査 会のほうで加 えるという ことはできな いので
すか。
○松井専門委員

一応聞いて、だめだったら。

○頭金専門委員

わかりました。

○髙橋課長補佐

申請された品 目ですので、 必要な資料に ついては、 基本的には申 請者に

求めて、提出していただくということかと思います。
○梅村座長

無理 難題ではない のでしょう。 新しいバージ ョンにして ほしいという 理由で

十分要求する大き な理由になる かどうかとい うことを聞い ているので すけれども、 それ以
外にないので。
○山添委員

そう いう理由とい うか無理難題 ではなくて、 結局、吸収 に飽和がある のか、
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それは受動輸送で 入るのか、能 動輸送でトラ ンスポーター で入るのか 、そういうこ との過
剰の問題とか、そ ういうことの リスクを評価 するのにちゃ んとした理 由が必要だと いうこ
とですね。
○梅村座長

十分立派な理由だと思います。それでは、その点は何かありますか。

○関野評価第一課 長

確かに最 近のものを調 べていないの で、それは 一応確認して みて、

容易に入手できる ようであれば 、それはそれ で出してもら おうとは思 います。ただ 、なか
なかそれに時間を 要するようで あれば、別途 、この範囲内 で評価をお 願いするかも しれま
せんけれども、とりあえずアプローチはしてみたいと思います。
○梅村座長

よろしくお願いします。

マグネシウムの ところは、ほかに よろしいです か。もしよろしけ れば、15ペ ージ「ヒト
における知見」のところですけれども、松井先生、お願いします。
○松井専 門委員

14ページの 最後の 排泄の 「 b．」と 排泄の 「c．」につ いてで すけれど も、

特にこの排泄の「 b．」の論文を見て いただきたい のですが 、これは文 献63で す。よ ろしい
でしょうか。
まず、統計検定 がなされてい ないです。デ ータの読み方 が恣意的な 感じが私はし ます。
この 2つを あわせ て一番 問題は 、マグ ネシウ ムの摂 取が多 いとき に尿中 排泄が ふえて いな
いというような論調で書かれているのですけれども、私が見ると必ずし もそうでは ない。
例えば、 今、申し ました文 献63の45ページの テーブル 3を見てい ただいた らわかり ます
が、とにかくば らつきが非常 に多いので すけれども 、用量が一 番多いときは 尿中排泄は 89
mg/日 まで上が ってい ます。 なぜこれ にこだ わるかと 言いま すと、マ グネシ ウム代謝 の一
般的な考え方とい たしましては 、摂取量が多 いときは尿中 に排泄され ることによっ て恒常
性が保た れると なって います 。「 b．」 のほう では、 そうい うこと はない という ような こと
をお書きになって います。ただ 、繰り返しま すが、統計検 定はしてい ない。でも、 実際の
データを見ると摂取量が一番多いところで排泄量が一番多い。
実際に見ていた だきませんけ れども、
「c．」のほうは、こ このコメン トに書いてあ ります
ように、平均値を 見ると高水準 の尿中排泄が 全被験者でや はり高いで す。これにつ いても
統計検定をしてい ませんけれど も、個別のデ ータがありま したので、 そういうこと がわか
りました。この論 調がどうも今 現在、考えら れている代謝 調節とはか なり異なって いると
いうことが一つ問題かなと思います。
さらに「 b．」の 15ページ の10行目です 。「従っ て、人体 における マグネシ ウムバラ ンス
の主たる調節因子 は、腸管にお ける吸収であ ると推察され ている」と 閉じています けれど
も、吸収 率は変 動がな いとい うのが 5行目に 書かれ ていま す。吸 収率に 変動が ないの に調
節されて いるの だとい う考え 方は、 矛盾を してい ると思 います 。とい うこと で、そ の 2点
をコメン トさせ ていた だきま した。 日本人 のデー タとし て、こ の 2つの 論文は 重要だ とは
思いますが、場合によっては削除をしてもよろしいのではないかと考え ております 。
○梅村座長

先生のおっしゃっているのは、記述を削除するということですか。
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○松井専門委員

そうです。文 献自体を削除 してもよろし いかなと思 います。記述 を変え

るということも考えられます。
○梅村座長

原則 はこの文献の 内容をここに 書いて、もし それにエキ スパートとし ての解

釈を別のところに 書くというや り方もあるか と思うのです けれども、 文献の中身の 書き方
を変えてしまうわ けにはいかな いと思うので す。だから、 書かないと いうのはある かもし
れないですけれど も、どうした らよろしいで しょうか。少 なくとも、 今、松井先生 が解析
していただいた、そのこと自体については何か御質問はありますか。
森田先生、どうぞ。
○森田専門委員

確かに松井先 生がおっしゃ るように、この 1984年の 文献について は食事

摂取基準のときも 非常に問題に なった文献で あります。た だ、完全に 省いてしまう と日本
人の文献がその次 の1956年のも ので、こちらは精度 的にどうかと いう問題があ ります。内
容は内容として書 いて、そういう ジャッジメ ントというか コメントとし て、これは例 えば、
統計学的な検定も していないの で、この結果 をそのまま採 用すること はできないと いうよ
うな形のほうがよろしいのではないでしょうか。
○梅村座長

それはまとめのところで行くということでしょうか。

○森田専門委員

まずはヒトの 排泄のところ で一旦まとめ ていただい たほうがいい かもし

れません。
○梅村座長

ヒト における知見 の排泄のとこ ろで、でも、 文献ごとに 並べかえるか ら、ど

うすればいいのだ ろう。文献ご とに並べかえ るとすると、 その文献ご とに解釈を入 れると
いうことになってしまいますか。
○池田評価情報分析官
○梅村座長

それも可能なのではないかと思います。

それであれば、そういう形にすればよいかなと思います。どうぞ。

○伊藤専門委員

今の直接的に は、お答えに はならないの ですけれど も、さっき山 添先生

がおっしゃいまし たように、こ れだけ多い投 与量の論文が 添加物とし てのステアリ ン酸マ
グネシウムの評価 書の中で、ど こまで位置づ けとして重要 かというと ころも少し疑 問かも
しれませんので、 参考とかいう ほどではない のかもしれま せんけれど も、用量がす ごく多
いものだということを区別して書くなり、何か工夫ができたらいいのか なと思いま す。
○梅村座長

今は まだ次のペー ジの「（ 4）まとめ」のと ころは何も 書いていない ので、も

し可能であれば、 そのあたりも 含めて、少し 丁寧にまとめ ていただけ ればと思いま す。御
担当の先生方にま ずはつくって いただくよう な形になるか もしれない ですが、事務 局から
御提案した文章で ということで しょうかね。 その辺は相談 をして、多 くの実験が高 用量で
あるということが もし添加物の 評価の際に着 目しなければ いけないこ とであれば、 そのあ
たりも触れて、ま とめのところ で記載してい ただければと 思います。 よろしいです か。ど
うぞ。
○松井専門委員

それともう一 点でございま すが、先ほどの「 c．」のほう です。 15ページ

の13行目以 降ですが、ここで低マグ ネシウムと 高マグネシウ ムという表記 があります 。こ
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の低マグ ネシウ ムとい うのが 標準的 な摂取 量にな るのか なと私 は思い ます。 確かに 2水準
で高低なのですが 、誤解を受け なければいい のだけれども 、という気 がするのです 。その
後にマグネシ ウム摂取 量344 m g/日 と書いて ありますの で、脚注 に摂取基 準でどのく らい
だということを書いていただけると理解しやすいのかなと思います。
○梅村座長

石井先生もそのあたりはそれでよろしいでしょうか。

○石井専門委員
○梅村座長

結構だと思います。

先生のおっしゃるように、論文ではそう書いてあるということですね 。

○石井専門委員

論文ではそう 書いてあるの ですけれども 、実際上は 標準的な量だ と思い

ます。
○梅村座長

では、脚注ということでお願いいたします。

○髙橋課長補佐
○梅村座長

承知いたしました。

マグ ネシウムまで やりましたが 、マグネシウ ム全体で何 かありますか 。よろ

しいですか。
それでは、その 次、参考資料 としてありま すけれども、 ステアリン 酸カルシウム につい
て何かございます でしょうか。 これは参考資 料にしないで 独立させる のでしたか。 それは
これからの議論ですか。
○髙橋課長補佐

先ほどの御議 論を伺いまし て、参考資料 にはしないと 承っておりま すが、

ステアリン酸と一 緒にまとめる のか、ステア リン酸カルシ ウムは独立 にするのかな どは、
担当の先生と御相談をさせていただきたいと思います。
○梅村座長

内容について何かコメントはございますか。よろしいですか。

それでは、続い て、毒性のほ うに移りたい と思います。 事務局から 説明をお願い いたし
ます。
○鹿田係長

あり がとうござい ます。続 きまして、
「2．毒性 」の項目を 御説明いたし ます。

17ページの8行目以降でございます。
まず、 前提と いたし まして 、 9行目 からに ござい ますよ うに、 ステア リン酸 マグネ シウ
ムそのものの毒性 に関する試験 成績について は一部しか提 出がなされ ていないとこ ろです。
ただいま動態のほ うで御議論を いただきまし たように、ス テアリン酸 マグネシウム は胃内
の酸性条件下で溶 解し、マグネ シウムイオン とステアリン 酸に分離し て吸収され、 イオン
化された状態とし て体内で吸収、代謝される という方向で 御審議いただ きましたこと から、
毒性につきまして もステアリン 酸マグネシウ ムのほかにス テアリン酸 及び他のマグ ネシウ
ム塩の毒性に関す る試験成績を 参照すること としたという まとめ方で 、現状は記載 をいた
だいております。ま とめ方といた しましては、物質ごとにま とめをいた だいておりま して、
まずはステアリン 酸マグネシウ ム、次にステ アリン酸、そ の次にマグ ネシウム塩と いう構
成でまとめをいただいております。
まずは「（1）ステアリン酸マグネシウム」でございます。
18行目から「①遺伝毒性」がございます。
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18ページ にありますよ うに、ステアリン酸 マグネシウム の遺伝毒性 の試験成績を 記載い
ただいて おりま して、 いわゆ る 3点セ ットが 全て陰 性とい う結果 でござ います 。こち らに
つきましては、御 担当の山田専 門委員、戸塚 専門委員より 、本専門調 査会としては 添加物
ステアリン酸マグ ネシウムには 、生体にとっ て特段問題と なる遺伝毒 性はないと判 断した
といただいております。
なお、資料には 間に合ってお りませんが、 山田専門委員 より、この 表につきまし て、形
式的な誤記の指摘 を頂戴いたし ましたので、 後ほど評価書 への対応を させていただ きたい
と存じます。
6行目、 ステア リン酸 マグネ シウム の「② 急性毒 性」で ござい ます。 ステア リン酸 マグ
ネシウムの急性毒性につきましては、11行目の ような報告を 記載いただい ております。
続きまして、「③反復投与毒性」でございます。
19ページ の3行 目「a．ラット 90日間 経口投与試験」とし まして、Wistar系ラット にステ
アリン酸マ グネシ ウムを 表 5のよう な投与 群を設定 して、 90日 間混餌 投与す る試験成 績が
実施されておりまして、その結果といたしまして、11行目の ような所見が ございます。
17行目以 降に著者らの 考察を記載い ただいており まして、23行目、本試験は JECFAの昨
年の評価書におき ましても引用 されているこ とから 、JECFAの記載を 記載いただい ており
まして、まとめといた しまして、27行目から、本 専門調査会と しましては、JECFAの判断
を是認し 、本試 験につ いて、N OAELを得 ること はでき ないと判 断した といた だいて おり
ます。
31行目以降「④生殖発生毒性」でございます。
試験の内容とい たしましては 20ペー ジにあるよう に、
「 a．ウサギ発生毒 性試験」でござ
います。 4行目のよ うな試 験条件 の設定 をして おりま して、 11行目以降 に結果 を記載 いた
だいております。
16行目か らJECFAの考察を記 載いただい ておりまして 、本試 験は、この試験は評 価に適
さないと結論づけていると記載をいただいております。
まとめといたし まして、21行目 にありますよ うに、本 専門調査会と しましては 、JECFA
の判断を是認し、 さらに本試験 は単用量のみ で実施され、 発生毒性試 験としての試 験設計
に問題が あり、 実験の 詳細も 不明であ ること から、 本試験 ではN OAEL を得る ことは でき
ないと判断したといただいております。
25行目の「⑤ヒトにおける知見」でございます。
症例報 告とし て 2例記 載いた だいて おりま して、 ステア リン酸 マグネ シウム を摂取 した
女性に蕁麻疹発現 症状が観察さ れたという報 告と、女性が 内服液を引 用後、アナフ ィラキ
シー症状を惹起し たという報告 がありまして 、患者につい てパッチテ スト等の検査 を行っ
た結果、ステアリ ン酸マグネシ ウムを含む薬 剤を経口投与 後のケース のみに複合の アナフ
ィラキシー症状が 観察されたと 報告されてい るという症例 報告を記載 いただいてお ります。
6行目 から、規格基準改正 要請者の考察 でございまし て、上記の 2件の臨床 例は、非常に
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まれなケースと考 えられること から、これら の結果をもっ て、ステア リン酸マグネ シウム
にアレルゲン性の リスクがある とは考えられ ないとしてい るという要 請者の記述を 評価書
に記載いただいております。
こちらにつきま して、祖父江 専門委員より 、規格基準改 正要請者の 考察について コメン
トを頂戴いたしま して、発生頻度 としてはま れであること から、アレル ゲン性につい ては、
現時点で問題はないと結論づけていいと考えますとコメントを頂戴して おります。
その下の段落で ございますが 、事務局より 問いかけをさ せていただ きまして、構 成要素
であるステアリン 酸、マグネシ ウムも生体常 在成分である ことも考慮 いただいたほ うがよ
ろしいかどうかを併せて、この後、御議論を頂戴できればと思います。
ステア リン酸 につき まして 、反復 投与毒 性の試 験成績 が 2報提 出され ており まして 、ス
テアリン酸カルシウムの評価書で記載いただいている知見を引用したも のでござい ます。
21ページ の15行目 から「 a．ラット 209日間経口投 与試験」でご ざいます。なお、この試
験につき まして は脚注 2に記載 がござ います ように 、ステ アリン 酸を対 象とし たもの では
なく、オクタデシ ルアミンの毒 性を検討する 目的で行われ ておりまし て、そのオク タデシ
ルアミンとの比較 として、類似 物質であるス テアリン酸が 用いられて いるというこ とを追
記いただきました。 こちらにつき まして、 22ページの 2行目 からでござい ますが、 SDラッ
トにステアリン酸 を表 7のような投 与群を設定し て、209日 間混餌投与 する試験が実 施され
ております。
8行目から 、所見 を記載 いただい ており まして、 15行目から 、著者 らの考 察でござ いま
す。
18行目か ら、本専門 調査会として のまとめを 頂戴しており まして、本専門調査会 として
は、対照群が設定 されていない こと、単用量 の試験である ことを考慮 し、本試験成 績を評
価に用いることは適切でないと判断したといただいております。
23ページの2行目「b．ラット 経口投与試験 」でございま す。
4行目 から、ラットにステ アリン酸を表 8の ような投与群 を設定して 試験を実施し たとい
う報告を記載いただいておりまして、10行目から所 見を記載いた だいておりま す。
14行目か ら、本専門 調査会として のまとめを 記載いただい ておりまして 、本専門 調査会
としては、本試験で 認められた所 見を判断す るための十分 な情報が記載 されていない こと、
対照群が設定され ていないこと 並びに単用量 の試験である ことを考慮 し、本試験成 績を評
価に用いることは適切でないと判断したといただいております。
以上がステアリ ン酸マグネシ ウムとステア リン酸の毒性 に係る説明 でございます 。御審
議をよろしくお願いいたします。
○梅村座長

ありがとうございました。

毒性のところの 最初の文章は 、ここは先ほ どの議論に従 って少し変 えないといけ ないと
思います。それは動 態のほうと連 動する形で 書き変えられ ればと思いま すが、基本的 には、
先ほどもお話をし ましたが、ス テアリン酸マ グネシウムの 毒性評価を ステアリン酸 及び他
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のマグネシウム塩 の毒性に関す る試験成績を 参照すること としたとい うところは、 皆さん
に合意いただいていると思いますので、ここについてはよろしいですね 。
それでは、ステ アリン酸マグ ネシウムから いこうと思い ます。遺伝 毒性は戸塚先 生が主
担当でしょうか。
○戸塚専 門委員

先ほ ど事務 局から 御説明 いただ いたと おり、 今回は 全て 3点 セット 陰性

という結果が出て おりますので 、特段問題と なることもな く、遺伝毒 性はないと判 断いた
しました。
○梅村座長

山田先生、何か訂正することがあるということですけれども。

○山田専 門委員

それ は表の 中で、 閉じて いない 括弧が 2カ所あ ること と、遺 伝子突 然変

異の試験対象のと ころで菌名を 書いているの ですけれども 、最後に括 弧が閉じてい ないの
で、それを入れて くださいとい うのと、その 次のところは 、短時間処 理法と書いて あると
ころも括弧 が閉じて いない ので、そ れをお願 いしまし た。 uvrA の遺伝 子の表記 が「r」と
「A」の間 にスペースが 入っているの をとって、
「 A」をイタ リックにし てくださいと いう、
それだけです。
○梅村座長

内容についてはいかがですか。

○山田専門委員
○梅村座長

内容には追加はありません。

ステ アリン酸マグ ネシウムに関 する遺伝毒性 について、ほ かに何かコメ ント、

質問等は ござい ますか 。よろ しいで しょう か。 3点 セット があっ て、い ずれも 陰性と いう
ことで、特に問題はないかと思います。よろしいでしょうか。
それでは、急性毒性に入ります。急性毒性と反復投与毒性をまとめて 、塚本先生 。
○塚本専門委員
○梅村座長

髙橋先生、何か追加にありますか。

○髙橋専門委員
○梅村座長

急性毒性、反復投与毒性は、特にこの記載で問題はありません。

特に追加はありません。

ステ アリン酸マグ ネシウムに関 する急性毒性 と反復投与 毒性試験に関 して、

何か御質問はございますか。よろしいですか。
では、生殖発生毒性は北條先生。
○北條専門委員
○梅村座長

こちらに書いていただいた評価書案の記載で問題ないと思います 。

単用量だということですかね。

○北條専門委員

はい。あとは そもそも、こ の実験自体が ステアリン 酸マグネシウ ムをほ

んのごく 少量含 んだ上 で、そ の他の 不明な 成分を 含んだ 錠剤と して 1回 投与と いうよ うな
実験をやっており ますので、それについて JECFAについても 述べられてい るとおり 、実験
自体の条件が不適切で評価には使えないと思います。
○梅村座長

わか りました。あ りがとうござ います。反復 投与のほう も結局、試験 条件が

評価に値しないということでしょうかね。
中江先生、その後ですか。
○中江専門委員

そこです。
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○梅村座長

ヒトの手前ですか。では、どうぞお願いします。

○中江専門委員

まさに今、座 長がおっしゃ ったように、 要は書き方 の問題だけな のです

けれども 、 19ペー ジの反 復毒性 のほう は問題 がある という ことを JECFAが 23～ 25行 目で
言っていますと。 27行目以降 で、本調査会はそ れをそのまま 是認して、だめで すと。それ
はそのままでよく て、ところが 20ページ のほうは同じ く16～ 19行目 までで、なぜだ めなの
かということが書いてあるわけですよね。
21～ 23行目「是認し」までは言って おいて、単用 量のことは多 分JECFAが言って いない
から、つけ加えられたの でしょうが、その「試 験設計に問題 があり」云々とい うのは「 JECFA
の判断を是認し」 の中に入って いるのなら、 反復投与毒性 と同じよう に要らないし 、それ
とはまた違う意味 でおっしゃっ ているのなら 、何が問題が あるのかと 書かなければ いけな
いのではないです かというコメ ントだったの です。けれど も、今おっ しゃったのだ と、問
題があるというの はJECFAが言って いるところを おっしゃって いるので 、そうする と反復
投与毒性の要 は19ページに書 かれてい るように、「JECFAの判断 を是認し 」だけでい いの
ではないですかというコメントに変えます。
○梅村座長

北條先生、そのあたりはいかがですか。

○北條専門委員

ここで書いて いる試験設計 の問題という のは、JECFAが 言っていた 、要

はいろいろな成分 が混じった錠 剤を投与して いるというほ かに、あと は通常の催奇 形性試
験だと少なくとも 器官形成期間 である期間を 投与するとい うのが標準 的な投与方法 なので
すけれども、今回 の試験につい ては、とある 時期のワンシ ョットだけ 暴露というの で、そ
ういう試験設計自 体も催奇形性 試験等はなっ ていないとい う意味もあ りましたので 、それ
も含めて、こちらにさらに書かせていただいたというところです。
○中江専門委員

であれば、そ んなに細かく は書かなくて いいと思い ますけれども 、もう

ちょっと JECFAとどこ が違うのかは 書いていただ いたほうが 、設計の 何に問題があ るのか、
これではわからないので。
○梅村座長

よろしいですか。

○北條専門委員
○梅村座長

では、そちらを修正させていただきます。

ほかにございますか。よろしいですか。

○中江専門委員

同じことで「 実験の詳細も 不明である」 というのは 、これ以上、 何があ

ればいいのかとい うのがわから ないです。一 応書いてある ので、不明 であるという のは、
それが十分でない という意味で すよね。それ が十分である のかどうか が、この文章 だけで
はよくわからないので、そこもちらっと書いていただければ。
○北條専門委員
○梅村座長

では、具体的なところを。

済みませんが、よろしくお願いいたします。

ほかにございま すか。ない ようでしたら 、
「ヒトに おける知見 」のところ で、祖父 江先生
になりますか。
○祖父江 専門委 員

「 ヒトに おける 知見」 として 、症例 報告で すけれ ども、 2報あり まし
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て、ステアリン酸 マグネシウム は添加物とい うか、薬の添 加物として 使われている ような
ものを服用して、 その後にアレ ルゲン反応と いいますか、 蕁麻疹様症 状あるいはア ナフィ
ラキシー症状を惹 起したという もので、一方 、パッチテス トとかを行 って、ステア リン酸
マグネシウムに特異的な反応が出ていたというようなことが報告されて います。
ただ、用量とし ては、ステア リン酸マグネ シウムをどれ くらい使わ れていたのか はよく
わからないですが 、恐らく少量 だと思います 。その後に行 われたアレ ルゲンのテス トです
けれども、どの程度 specificなも のかという ことも情報と しては不足し ていますので 、これ
だけからはなかな か判断しづら い。その 後のレポート 等もこの 2報だけ に限られます ので、
非常にまれなもの であるという ことで、一応 、要請者のほ うは、非常 にまれなケー スなの
で、リスクがあると考えられないとしている。
ステアリン酸マ グネシウムの 使用頻度とい うことから考 えると、確 かにまれかな という
ところが考えられ ますし、事務 局のほうから 、ステアリン 酸マグネシ ウムが生体常 在成分
といいますか、異 物ではないと いうことです ので、そのこ とも考える とアレルゲン 性のリ
スクがあるという ことは、かな り低いのでは ないかという 、まとめと してよいので はない
かと思います。
○梅村座長

それ と先生、事務局か らの提案の内 容も含めて、
「本 専門調査会と しては」の

中には、そのことも含めて記載するということでよろしいですか。
○祖父江専門委員

その方向で どうかと思い ますが、この 辺はここで 御議論をいた だきた

いというところです。
○梅村座長

この 2報 について、症例報告 2つ に関する考え 方ですが、森田先 生、何かござ

いますか。
○森田専門委員

文献を見せて もらったら、ちょっとはっ きりしないと ころもありま すし、

祖父江先生が言わ れるようにま れなケースだ と思いますの で、生体常 在成分である からと
言い切っていいか どうかは要検 討ですけれど も、アレルゲ ン性のリス クは非常に低 いとい
うような言い方はしていいと思います。
○梅村座長

この点について、どうぞ。

○中江専門委員

アレルゲン性 のリスクが低 い、まれであ るから低い というのはよ いと思

うのですけれども 、今ここの場 で使われてい る言葉と、こ の文章で書 いてある文言 が若干
異なっています。ち ょっと懸念し ているので すが、まれであ るというこ とは事実です よね。
今、祖父江先生が おっしゃった ように、この 症例報告自体 の内容とい うか、質に問 題があ
るというのも事実 ですよね。そ れをもってア レルゲン性の リスクが低 いというのは 同意す
るのですけれども、ここの四角の中では現時点で問題がないという表現 になってい ます。
皆様にこういう ことを私が言 うのは釈迦に 説法もいいと ころですけ れども、アレ ルギー
がたとえ 1件でも 起これ ばアレ ルギー なので 、通常 のいわ ゆる化 学物質 の性質 として の毒
性であったり、そ ういうものと は意味が違う のです。まれ であるとか 、リスクが低 いとは
言ってもいいけれども、ないと言ってしまうと問題がかなり大きい。
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繰り返しになり ますけれども 、先ほどから 、ここで言葉 としておっ しゃっている のは、
リスクが低いとい う表現だと思 うので 、それなら問 題ないと思い ますけれども 、
「現 時点で
はない」とか、そ ういう表現に されてしまう と抵抗がある ので、お考 えいただけれ ばと思
います。
○梅村座長

どうぞ。

○祖父江専門委員

確かにその とおりで、リ スクは低いと いう表現の ほうが正しい かと思

います。
○梅村座長

この 「本専門調査 会としては」 のところに今 の議論の内 容が入ってく るのだ

ろうと思いますけれども、どうぞ。
○山添委 員

質 問です けれど も、 2件 のヒト での知 見の場 合に、 ステア リン酸 ないし はマ

グネシウムにアレ ルゲンとして 同定されてい るのでしょう か。どうも 含んだ薬に対 しては
陽性のパッチで出 ているけれど も、実際には 含んでいるも のから出て いるけれども 、ほか
の成分も入ってい るわけですよ ね。というこ とで、ステア リン酸は特 定されてはい ないよ
うにも思えるのですけれども、その辺は先生、いかがですか。
○祖父江専門委員

ですから、 同時に投与さ れた物質がど の程度のも のかというの はあま

りきちんとは書い ていないので 、一体どれが 原因かという のは、きち んとは特定さ れてい
ないと思うのです けれども、少 なくとも、こ のステアリン 酸マグネシ ウムを含んだ 薬剤を
投与された患者さんであったということですね。
○山添委員

だか ら、事実は事 実として、今 、祖父江先生 がおっしゃ ってくださっ たこと

をそのまま書いた らいいのでは ないかと思い ます。結局そ ういった例が 報告されてい ると。
ただし、そのもの が最終的にこ のステアリン 酸が原因物質 であるとい うことは、同 定はさ
れていないかどう かについては 明確ではない ということで あって、問 題はないとは 書けな
いし、ただ、はっ きりしている ところだけを 客観的に記述 しておけば いいのではな いかと
思います。
○梅村座長

よろしいですか。

○祖父江専門委員
○梅村座長

はい。

ほかにございますか。どうぞ。

○伊藤専門委員

済みません、 今の本質とは 全然違うとこ ろで申しわ けないのです けれど

も、20ページの 31行目の チプロフロキ サンというの は、文献を見ます とシプロフロ キサシ
ンかと思います。 あと、内服液 とあるのです が、読む限り は液体であ ることは書い ていな
いような気がするのです。
○梅村座長

このあたりは正確にお願いします。

○山添委員

内服したわけですね。服用した後。

○梅村座長

この 症例報告の記 載はあまり細 かく書いてい ないのです が、このあた りでよ

ろしいですか。
○石塚専 門委員

「 a． 症例報 告」の ほうで すけれ ども、 これも サプリ メント とかを 服用
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して蕁麻疹という ことだったの で、これを読 むと本当にス テアリン酸 マグネシウム だけで
発症しそうな印象なので、そこは変えていただいたほうがいいかと思い ます。
○梅村座長

もう 少し事実に沿 った記載とい うか、そのあ たりを少し 省略し過ぎて しまっ

ているのかもしれないのですが、祖父江先生、よろしいですか。
○祖父江専門委員

いいのです けれども、こ の論文自体の タイトルが そう書いてあ るとい

うところで、事実 としてはいろ いろな物質と いうことだと 思うので、 そのことを記 述する
ということでいいかと思います。
○梅村座長

よろしくお願いいたします。

ほかにございま すか。よろし いでしょうか 。そのあたり 、症例報告 の内容につい ても、
もう少し事実に沿 った書き方に してもらうと いうことと、「本専門調査 会として」の 後は、
今の議論に沿った形でまとめていただくということでよろしいでしょう か。
ほかに 21ペー ジの 12行目 までです けれど も、全体 でもいい ですが 、何かご ざいま すか。
そういえば、ステアリン酸まで行ったのですね。
では、次にステ アリン酸に行 きます。ステ アリン酸の反 復投与毒性 、やはり塚本 先生で
よろしいですか。
○塚本専門 委員

ス テアリン 酸の反復 投与毒性 ですけれ ども、 21ペ ージと 23ペー ジに 2件

ありますが、どちらも特にこれで問題はありません。
○梅村座長

問題 がないという ことは、評価 に用いること が適切でない ということで すね。

それは単用量という理由だけでしたか。
○塚本専門委員

「 a．」のほ うが 22ページに記 載があります けれども 、対照群が設 定され

ていない、 単用量 の試験 であると いうこ とです。「 b．」の ほうは 23ペ ージで すけれど も、
こちらも対照群が 設定されてい ない、単用量 であるという ことで、評 価に用いるの は適切
ではないと判断したということです。
○梅村座長

髙橋先生、何か追加でございますか。

○髙橋専門委員
○梅村座 長

特にありません。

こ れは何 かいろ いろと 所見が 出てい ますけ れども 、「 a．」 のほう は著し い肺

感染症とか、高頻 度の死亡とか 、結構刺激的 な文章が書い てあるので すが、このあ たりは
よろしいですか。
○髙橋専門委員

単用量という ことでもあり ますし、ここ の内容を追 記してもあま り意味

はないと思います。
○梅村座長

わか りました。何 かこのステア リン酸に関す る反復投与 毒性で御質問 はござ

いますか。評価に 用いられない 、評価の数値 として使えな いというの と、情報とし ては有
効だという場合も ありますよね 。それにも該 当していない のであれば 、それはそれ でいい
のですけれども、 肺炎が激しく 出ていて、こ れがもし単用 量であれ、 投与に起因し ていた
としたら、何か問題があるかとも感じてしまうのですけれども、そのあ たりは。
○髙橋専門委員

ただ、22ペー ジの 15行目からも書 いてあります けれども、もう一 つの群
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のオクタデシルア ミン投与群で も同様の肺感 染症があると いうことな ので、恐らく 飼育環
境が物すごく悪いのだと思います。
○梅村座長

調査 会としての解 釈として、そ のあたりは踏 み込まなく てもよろしい のかな

というところもあ るのですが、 これはそのま ま残しておく と何かちょ っと、それで 最終的
には、先走り ますけれど も、 ADIを設定す る必要はな いと言っ てしまうの もなかなか 難し
いかなと。ちゃんと否定しておいたほうがいいような気もします。
○髙橋専門委員
○梅村座長

例えば。

○髙橋専門委員
○梅村座長

今のコメントを追加するということですか。

わかりました。

ほかにどうぞ。

○中江専 門委員

それは 「 b．」 のほうも 同じで す。「 b．」のほ うは、 先ほどの 場合と 一緒

ですけれども、14～15行 目に書いてあ るのは要らな いです。試験に十 分な情報がな いとい
うのはわざわざ言 わなくても。 それを書いて しまうと、何 でないのと いう話になる ので、
今の「a．」と同じような感じでいいと思います。
○梅村座長これ は用量設定 が50%となっ ているので すけれども 、これはど ういう意味 です
か。
○髙橋課長補佐 「 b．」に つきましては 原著ではなく FASEBの評価書し かございませ んが、
文献69番でございます。関連の記載は9ペ ージでござい ます。
○梅村座長

どうぞ。

○石塚専門委員

アブストラク トの文献なの で要らないの かなと思っ たのですが、 評価書

評価の原則だと除けないのかなということに、今、思い至りました。
○梅村座長

これはステアリン酸が半分入ってしまっているのですか。

○中江専門委 員

50%ス テアリッ クアシッド はダイエ ットの 50%という意 味ではなし に、

純 度 50%と い う 意 味 で は な い で す か 。 そ の 後 に 括 弧 の 中 に 、 about 50g per kilogram
bodyweight start of experim entと書いて あるから、一応こ れは計算し ているのです よね。
50%がス テアリン酸 とかいうわけ がないので 、むしろ 50 g/kg体重でしょう ね。これも per
dayなのか、 per weekなのか、 per eight weeksなのかはわ からないで すけれども、 普通に
考えればper dayでしょうね。
いずれにしても 、よくわから ないというの はおっしゃる とおりなの だけれども、 よくわ
からないと書かれ るとまずいの で、信頼性が 乏しいとか、そ ういうほう がいいと思い ます。
○梅村座長

この データしかな いので、ここ から類推する しかないの ですけれども 、少し

工夫してもらっ たほうがい いかと思い ます。こ のまま 50%と書 いてあるの はまずいで しょ
う。
○松井専門委員

恐らくこ れは 50%ステ アリン酸の 飼料です。 体重から考 えたら、そ のく

らいになると思い ます。エネル ギー源ですか ら、それは可 能だと思い ます。ただ、 添加物
評価書指針で最大 添加量の規定 がありました ね。これはそ れを大幅に 超えています ので、
30

そういう意味でこの論文を利用するのは不適切な気はします。
○梅村座長

でも 、前述の試 験の中にもい ろいろ JECFAで評 価をしたもの もあって 、それ

も20%まで投与し たものがあ って、それ も投与量が 多すぎると 言う理由で 評価から除 外し
ているので、そう いう理由でも いいというこ とはあります ね。載せる ことは問題な いかと
思います。50%はよかったのですね。ごめんな さい。
評価に用いない 理由の中で 、当然 、5%をはるか に超えてし まっているの で、その あたり
は今、決めておいたほうがいいですか。どうでしょうね。
今、言ってい るのは 23ページの 14行目か らの「本 専門調査会と しては」で、この 試験を
評価に用いない理 由の中に、信 じられないく らいの大量が 入っている とか、先ほど どこか
でもやりましたよね。
○中江専門委員

結局これが生 体常在成分で すよ、みたい なところと 引っかかって 、今も

おっしゃったよ うに、エネ ルギー源だ から 50%でも 多分おかし くないわけ でしょう。 だけ
れども、要は莫大 な量すぎます よとか、単用 量ですよとか 、対照群が ありませんよ とか、
それでいいのではないですか。どちらにしても評価に用いないのは用い ないのだか ら。
○梅村座長

19ページの ラット 90日間試験の ときは、JECFAが「栄養 バランスを崩 すおそ

れのある高濃度で の試験であり 」ということ が書いてあっ て、それを 是認するよう な形に
なっているので、いいのですけれどもね。
○髙橋専門委員
○梅村座長

加えておきます。

ちょっと考えておいてください。

ほかにございま すでしょうか 。ステアリン 酸のところま で終わりま したけれども 、よろ
しいですか。
ほかにないよう でしたら、少しここで 休憩を入れた いと思います 。あの時 計で 10分のと
ころまで休憩に入りたいと思います。

（休

○梅村座長

憩）

それでは、時間になりましたので、再開したいと思います。

順序でいくとマ グネシウム塩 の毒性ですけ れども、実は 、業者のほ うに追加の資 料を要
請する可能性があ るということ が懸念されて いるので、
「Ⅲ．一日 摂取量の推計 等」に一度
飛んでいただいて 、そこを議論 していきたい と思います。 事務局から 説明をお願い いたし
ます。
○鹿田係長

では 、座長から 御指示がござ いましたと おり、
「Ⅲ ．一日摂取 量の推計等 」か

ら御説明いたします。36ページの4行目以 降でございま す。
一日摂 取量の 推計と しまし て、規 格基準 改正要 請者よ り、 2つ の考え 方によ る推定 が提
出されておりまして、それを評価書案に現在、記載いただいております 。
6行目「（ 1）添 加物『ステ アリン酸マ グネシウム 』の出荷量 からの推定 」でござい ます。
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こちらについては、規格 基準改正要請 者が平成 25年度の厚 生労働科学 研究成果報告 を引用
しまして、純食品向 けのステアリ ン酸カルシ ウムとステア リン酸マグネ シウムの出荷 量は、
ステアリン酸カル シウムが 53, 180 kg、ステアリ ン酸マグネシ ウムが 1, 060 kgと出し ており
ます。
これを踏まえて 、規格基準改 正要請者のほ うで使用基準 案、つまり カプセル・錠 剤全般
や錠菓に用いると いう今回の要 は使用基準の 適用拡大でご ざいますが 、これに基づ きまし
て 、 ス テ ア リ ン 酸 マ グ ネ シ ウ ム と ス テ ア リ ン 酸 カ ル シウ ム の 出 荷 量 と 同 じ 量 、 つ ま り
53, 180 kg全量が ステア リン酸 マグネシ ウムに 使用さ れ、今回 の使用 基準案 であるカ プセ
ル・錠 剤と通常の食 品形態でない 食品及び錠 菓に使用され るという仮定 を置いており ます。
その場合では 、国民一人 当たりのステ アリン酸マ グネシウムの 摂取量を 1. 17 m g/人 /日と
いうような 推定を 行った としてお りまし て、こ の計算式 としま しては 、37ページの 脚注 6
にございますよう に、今回、全 量をステアリ ン酸マグネシ ウムという 仮定を置いて 、我が
国の人口である 1. 275億人を 365日で割り 、1.17 m g/人/日と いう推定を 行ったとして おりま
す。
そのうち、マグネシ ウムの摂取量 を0.05 m g/人/日と 推定されてお ります。こちら の計算
式でござ います が、同 様に脚 注 7にご ざいま して、 ステア リン酸 マグネ シウム の原子 量と
マグネシウムの原 子量をマグネ シウムの摂取 量でかけるこ とによつて 、0. 05 m g/人/ 日とい
う推定を出したということでございます。
なお、こちらの推 計につきまし ては、佐藤専 門委員よりコ メントを頂 戴しておりま して、
先ほどの概要の御 説明のところ に、今回の添 加物ステアリ ン酸マグネ シウムとして は、化
合物であるステア リン酸マグネ シウムとパル ミチン酸マグ ネシウムの 混合物である という
定義がございます ので、全量が ステアリン酸 の場合とパル ミチン酸の 場合を仮定し まして
も、ステアリ ン酸マグ ネシウムの 摂取量で 国民一人 当たりの摂 取量推計 では 1. 17 mg中の
マグネシウムは 0. 048～ 0. 053 m gということ に収まります ので、0.05 m gという推計 は妥当
という旨のコメ ントを頂戴し ております 。ここから 引き算をす ることにより まして、 1. 12
mg/人/日というのはステアリン酸の摂取量という推定ができ るかと思いま す。
続きま して、「（ 2）サ プリメ ント等 に用い る添加 物『ス テアリ ン酸マ グネシ ウム』 の使
用量に係る摂取量」でございます。
こちらについて も同様に 37ページの 14行目 から、規格基 準改正要請 者による推計 がなさ
れておりまして、 以前、添加物 「ポリビニル ピロリドン」 による推定 摂取量の算出 になら
いまして、以下の 条件のもとに ステアリン酸 マグネシウム の推定摂取 量を算出した という
旨を記載いただい ております。つま り、19行目 以降から、錠剤、カ プセル剤、チュ アブル
剤の 1粒当た りの質 量を仮 定しまし て、 21行目 から、 そのサプ リメン トの摂 取量を仮 定し
ております。
次に、添加のス テアリン酸マ グネシウムの 摂取量を仮定 しているわ けですが、通 常では
0. 5～ 1%が妥当 であると いうこと ですが、 保守的 な観点か らという ことで、 使用実態 から
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錠剤の形成時に添 加するそのマ グネシウム量 を最高の用量 である 2. 0%。この 2. 0%の 根拠と
いうのは 脚注 8に ござい ますよ うに、 今回の 規格基 準改正 要請者 の一部 である 国際栄 養食
品協会の調査によ って最大量の 2. 0%という数 値が出てきて ございますが 、2. 0%の全 てのサ
プリメントにステ アリン酸マグ ネシウムを潤 沢剤として使 用するとい う仮定を置い てござ
います。
その結果 といた しまし て、 38ペー ジの 4行目 でござ いますが 、この 仮定の もとで、 規格
基準改正要請者は 、ステアリン 酸マグネシウ ムの推定摂取 量が最大と なる場合を推 計して
おりまし て、素 材が異 なるサ プリメ ント 3種 類を全 てカプ セルで 摂取し た場合 であり 、そ
の場合のステアリ ン酸マグネシ ウムの一日摂 取量は 120 mg/ 人/日とい う推定でござ います。
なお、算出式と しては 9番に、カ プセル 500 m gを一日当 たりの摂取 量でかけて、 さらに
ステアリン酸マグ ネシウムの添 加率をかけた ということで 120 m g/人/ 日という規格 基準改
正要請者による推 定を評価書案 に記載いただ いておりまし て、これか らマグネシウ ムの推
定摂取量とい うものが 4. 9 m g/人 /日という 推定だった という旨 を記載いた だいており ます。
なお、このマグネ シウムの推定 摂取量の算出 根拠について は、同様に 一日摂取量を 分子量
で割って算出したものでございます。
さらに同様に、 今回、規格基 準改正要請者 からステアリ ン酸の摂取 量はデータと して示
されておりませ んが、質量 を引くこと によって 115. 1 m g/人/ 日がステア リン酸の摂 取量と
推定されるかと思います。
10行目か らですが、素材が異 なるサプリメ ント 3種類を全て チュアブル錠 で、1粒 当たり
1, 000 m gという仮 定を置いてお りますので 、この 場合は同様に 240 mg/ 人/日という のがス
テアリン酸マ グネシウム の一日摂取 量と推定 されます。 同様の計算 により、 9. 9 m g/人 /日
というのがマグネ シウムの推定 摂取量である という規格基 準改正要請 者による推定 を記載
いただいております。
この場合のステ アリン酸の摂 取量というの は、現行、規 格基準改正 要請者からは 示され
ておりませんが、 引き算をする ことによっ て230. 1 m g/人/ 日がステアリ ン酸の摂取 量であ
るという推定をされております。
こちらにつきま して、14行目以降 の森田専門 委員のコメン トにございま すように 、タブ
レットを摂取した 場合の過剰摂 取の考慮につ きましてコメ ントを頂戴 しております ので、
後ほど森田専門委員より御説明をいただきたいと思います。
現行の使 用基準 案は 9ペ ージの 10行目 でござ います が、今回 は錠菓 という 言葉が入 って
おりますので、現 在、規格基準 改正要請者か ら提出された データにつ いては、サプ リメン
ト等に用いる場合 の摂取量推計 は提出されて いるところな のですが、 錠菓に係るデ ータは
提出されておりま せんので、錠 菓の摂取量デ ータについて コメントを 頂戴しており ますの
で、こちらにつきましても後ほど御議論を頂戴できればと思います。
以上、（ 1）と（ 2）が規 格基準 改正要請 者によ る摂取 量の推 計を記 載いただ いてお りま
した。
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続きまして、「（3）食事由来の摂取量」でございます。
「①マグネシウ ム」を記載い ただいており ます。マグネ シウムの食 事摂取基準に おける
推奨量を 成人男 子と成 人女子 でそれ ぞれ分 けて記 載いた だいて おりま して、 成人男 子は 7
行目にあるように 320～ 340 mg/ 日、成人女 子では 270～290 m g/日と 記載をいただ いてお
りまして、安全性 の指標の耐容 上限量がサプ リメント等、 通常の食品 以外からの摂 取量に
ついても設定値が ございまして 、9行目にあるよ うに、成人の 場合は 350 m g/日とさ れてお
ります。それ以外の通常の食品からの耐容上限量は設定がございません 。
11行目 から、実 際の国民の摂 取量推計が行 われておりま して、平 成24年 国民健康・栄養
調査結果によ りますと 、日本国民 一人当た りのマグ ネシウムの 摂取量は 、成人で 246 m g/
日であると報告されております。
国民健康・栄養 調査の調査年 につきまして 、佐藤専門委 員及び森田 専門委員から コメン
トを頂戴しておりますので、こちらにつきましても御議論を頂戴できれ ばと思いま す。
以上、毒性の部 分がまだ途中 でございます ので、最終的 には毒性の 御審議の結果 にもよ
る部分もあろうか とは存じます が、現行の一 日摂取量推計 につきまし て御説明いた しまし
た。御審議をよろしくお願いいたします。
○梅村座長

ありがとうございます。

少し飛ばしてし まいましたけ れども、デー タがもしかす ると足りな いかもしれな いとい
うことがありまし たので、先に こちらを審議 させていただ きます。一 日摂取量の推 計で、
1つは添加物からの摂取量についてですけれども、この点は佐 藤先生、いか がでしょう 。
○佐藤専門委員

特に要請者か らのサプリメ ントの摂取は いいのです けれども、先 ほどお

話がありましたよ うに、今回は 錠菓という別 々に書かれて いるので、 そうすると錠 菓から
の摂取量も推定していただく必要があるのかなと思います。
○梅村座長

添加物からの推定はこれでよろしいですか。

○佐藤専門委 員

はい。 生産量調査 というの は ADIと 比較する ために、人 が一生食べ 続け

ても大丈 夫な量と 比較す るため に人口と 365日 で割っ ているの で、か なり低 い値には なる
と思いますけれども、こういう数字になっています。
○梅村座長

ごめんなさい。分けて話をしたいと思います。

○佐藤専門 委員

済みま せん。多 分ミス だと思 うのです けれど も、 37ペー ジの脚注 の 8番

ですが、ステアリ ン酸カルシウ ムと書いてあ りますが、こ れはステア リン酸マグネ シウム
のだと思います。
○梅村座長

事務局、よろしいですか。

○鹿田係長

確認して修正させていただきます。

○梅村座長

今、 一日摂取量の 推計のところ で添加物から の推計につ いて、お話し させて

いただいているのですけれども、この点について、森田先生は何かござ いますか。
○森田専門委員

事前に申し上 げておけばよ かったのです けれども、 ステアリン酸 マグネ

シウムの摂取量 を 1.17としたとき にマグネシ ウムが 0. 05という のは分子量 から計算し てい
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るのですが、添加 物の定義とし ては 4～ 5%と書 いてあります 。5%とす るともう少し 多いか
なと思います。これはどちらの計算をとるかということを検討いただけ ればと。
ただ、先ほど先 生のお話もあ りましたよう に、ステアリ ン酸とパル ミチン酸が混 じって
いるとか、そ ういうこと も考えると 、添加物 として認めら れている上限 の5%のほう が数値
としてもわかりやすいかなという気はいたします。
○梅村座長

そのあたりはいかがですか。

○佐藤専門委員

4～ 5%とい うのは、結 局、製品と して分析誤 差とか、い ろいろなば らつ

きとかも加味して、マグ ネシウムとし て計算すると 4. 5%くらいに なるのですけ れども、そ
れを挟む意味で 4～ 5%という 規格値にな っていると 思うので、 どちらでも 構わないの です
けれども、実際は分子量で割った数字になるのかなと思います。
○梅村座長

どうぞ。

○髙橋課長補佐

今の御議論に つきまして補 足いたします 。仮にステ アリン酸の量 を算出

する場合は、ステ アリン酸マグ ネシウムの量 からマグネシ ウムの量を 引いておりま す。し
たがって、マグネシウ ム量について、例えば、5%とし て算出いたし ますと、逆にス テアリ
ン酸の量が低い数 値になってし まう可能性も ございます。 今後、ステ アリン酸の量 も必要
となる可能性がありましたら、この点も踏まえて御検討をいただければ と思います 。
○梅村座長

その ステアリン酸 の量を出すと いう場合は、 どんな場合 がステアリン 酸の量

を出す場合になる のですか。そ もそもステア リン酸を出す のではない のですか。出 さない
という可能性もあるのですか。
○髙橋課長補佐

説明が不十分 で申し訳あり ませんが、い ずれにいた しましても、 マグネ

シウムの量を多め に推定いたし ますと、ステ アリン酸の量 はその分少 なめに推定さ れてし
まう可能性もあるという点を申し上げます。
○梅村座長

わか りました。そ のあたりはど うでしょうね 。どちらで もあまり変わ らない

のであれば、常套手段はどちらなのですか。
○佐藤専門委員

あまりそうい うことを考え たことがない のですけれ ども、分子量 でやっ

ておいてもいいのかなと思います。
○梅村座長

森田先生はよろしいですか。

○森田専門委員

今まではどうやっていましたか。

○髙橋課長補佐

別の品目では ございますが 、マグネシウ ム塩の毒性 試験からマグ ネシウ

ムとしての量を換算する場合は、分子量で算出されるかと思います。
○梅村座長

数字 があまり変わ らないのであ れば、どちら にも妥当性 があるのであ れば、

いいのですけれど も、御意 見はございま すか。森 田先生、やはり 5%の ほうがよろし いです
か。
○森田専門委員
○梅村座長

それは今までの通例に沿っていただければ。

一応 、分子量比と いうことでよ ろしいでしょ うか。そう すると、ここ に書い

てある数字がその まま、このと ころはこれで よろしいとい うことで、 添加物の出荷 量から
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の推定については このままの記 載でいくとい うことで、よ ろしいです か。何かコメ ントは
ございませんか。
次は、サプリメ ントのほうで す。ここは森 田先生からコ メントをい ただいていま すか。
これは錠菓ですね。錠菓はサプリメントの中に入りますか。
○森田専門委員

事務局にお伺 いしますが、 サプリメント 等の中に入 れてしまって いいの

か、それとも考え方としては別でいいのでしょうか。
○梅村座長

錠菓は別にしようという御提案ですか。

○鹿田係 長

9ペ ージの 使用基 準改正 につい てご説 明いた します 。今回 、改正 案とし て、

適用範囲の拡大が なされており 、下線部にあ りますように カプセル・ 錠剤、いわゆ るサプ
リメント で用い られて いる形 態と錠 菓、例 えばラ ムネと いう 2つ の対象 がござ います 。項
目としては、ここ ではまとめて 扱っていただ くことも可能 かと思いま すが、その場 合はサ
プリメント「等」ということでお願いできればと思います。
○梅村座長

わか りました。
「等」が書 いてあったの ですね。では、こ のサプリメン ト等の

ところで、森田先生から御指摘をいただいていると思います。
○森田専門委員

カプセル・錠 剤と通常の食 品形態でない 食品という のは、これま で特定

保健用食品とか栄 養機能食品で ありましたし 、今回、機能 性表示食品 ということが 入って
きましたが、ただ、これはあくま でもカプセル や錠剤は通常 の食品では ないように見 える。
それに対して、 錠菓というの は通常のお菓 子です。商品 名を挙げる とフリスクと か、あ
あいう部類で、例 えばヨーグレ ットなどは栄 養機能食品を とっている ので幾つ食べ ればい
いと書いてあるの ですけれども 、そのような 食品表示をと っていない ものに関して は幾つ
食べればいいとか 、どのくらい 食べるのが標 準だとは書い てありませ ん。そういっ たもの
から、どのくらい 摂取されるか というのが今 回のこの推定 ではわから ないなと思い ました
ので、書かせていただきました。
○梅村座長

それは求めれば、わかることですか。

○森田専門委員

錠菓の生産量 がどのくらい のものか、私 はちょっと 想像がつきま せん。

しかも通 常の添 加物の 摂取量 計算の ように 、日本 人口 1億 人で割 るのが いいか どうか とい
う点も問題です。 ただ、これは 本当にいわゆ るマスコミの ニュースソ ースなどでは 、ああ
いった錠菓をかな り食べ過ぎて いるのではな いかというよ うな話も聞 きますので、 そこを
全く無視するのは 良くないと考 えます。今回 は錠菓の部分 が完全に新 しい部分です ので、
やはりその部分の検討は必要ではないかと思いました。
○梅村座長

佐藤先生。

○佐藤専門委員

結局、サプリ メント等に錠 菓が含まれる のであれば 、何かその旨 を書い

ていただくという か、錠菓は 確かに 1日 2回とか 、そういう 量が決まっ ていない錠菓 につい
ても、サプリメントのこ この記載の 3種類 を朝夕 2回ずつと いうのはか なり過剰な見 積もり
だとは思うのです けれども、そ れと錠菓もそ こに入るのか 入らないの か。そういっ た言葉
をもうちょっと補足するというか。
36

○梅村座長

サプ リメントのと きは、1日 3種類 で何錠で何回 でという 、一応そうい うのが

あるけれども、錠菓の場合はそういうのがないのですか。
○佐藤専門委員

錠菓の考え方 的なものでも いいのかなと は思うので すけれども、 申請者

の意見としてはど のくらいのこ とを、錠菓と いうのはどう いうものを 考えて、とい うのは
示していただきたいと思います。
○梅村座 長

で あれば 、添加 物、サ プリメ ント、 錠菓と 3つに分 けたほ うがよ くはな いで

すか。
○森田専門委員

サプリメント、錠 剤というのは 少し違う分類 に、
「通常の食品 でない」と

確実にくくられています。
○梅村座長

もしそうやって分けて耐えられるだけの文章がそこに入るかどうか。

○森田専門委員

生産量なり摂 取量が推定で きるかどうか というのは 、出していた だかな

いとわからないとは思います。
○梅村座長

どうぞ。

○石塚専門委員

事務局に質問 ですけれども 、新開発食品 専門調査会 のほうで錠菓 とかを

取り扱っていらっ しゃるみたい なのですが、 そちらのほう は個別に出 すとか、そう いうこ
とは。ケース・バイ・ケースだとは思うのですけれども、もし事例があ れば。
○池田評価情報分 析官

個別に 出すというの は、生産量の ところです か。外に出る データ

としては難しいか もしれないと 思います。た だ、新開発の 特保のよう なものに錠菓 が含ま
れるとすれば、も し仮にここで サプリメント と錠菓を分け るとしたら 、サプリメン トのほ
うに入るのかなと 思います。そ れは目安量が あって、お菓 子として食 べるものでは ないの
で。
○髙橋課長補佐

項目について 補足の御説明 をさせていた だきます。37ペー ジの 21行目か

ら、一般的 なサプ リメン ト常用者 が 3種類 を2錠飲ん で 2回摂る と記載 させて いただい てお
りますが、これ は、錠菓 のラムネなど は想定して おらず、サ プリメント に関する記載 です。
ただ、項目名としては、 12行目の 項目に「等」も記載 いたしました ので、錠菓の摂 取量も
この項目内に記載 をいただくこ とも可能でご ざいます。し かし、ただ 今の先生方の 御議論
を踏まえますと、「（ 2）」がサプ リメントで、「（ 3）」が錠菓 と区別した ほうがわかり やすい
のかなという印象 もございます ので、そこは ご指示いただ ければ、項 目も区別した いと思
います。
○梅村座長

それ がよさそうで すけれども、 ただ、問題は 錠菓と区切 っておいて、 何も書

けなかったら、しようがないなと。それは申請者のほうに要求すること はできます か。
○髙橋課長補佐

これは実際の 対象食品の範 囲に関するこ とですので 、申請者でな いとわ

からないことと思 います。した がって、錠菓 への使用に係 る摂取量に ついて、問い 合わせ
たいと思います。
○梅村座長

問い 合わせるとい う、その点は よろしいでし ょうか。そ こが新しくな るとこ

ろなので、当然必要かなとは思います。
37

それ以外、今の サプリメント 等の添加物の 使用量のとこ ろで、これ は決まったや り方と
いうか、錠剤、何 種類、何錠と いう形で積み 上げていった 数値になっ ているのだと 思うの
ですけれども、ここの点についてはよろしいですか。どうぞ。
○中江専門委員

これは今まで もそうだった かもしれない ので、もし そうだったら 今さら

なのですけれども、一般 的なサプリメ ント常用者の 摂取量は 1日 3種類 の錠剤又はカ プセル、
各2錠、朝夕2回というのは一体、誰が決めたのです か。
○梅村座長

それはどうなっていますか。

○髙橋課長補佐

こちらは、評価書案 37ペー ジの 14行目にござい ます。ステアリン 酸マグ

ネシウムと同じ用 途の、カプセ ル等の製造用 剤として用い られている 添加物として 、過去
に添加物「ポリビ ニルピロリド ン」をご審議 いただいた経 緯がござい ますが、その 際の算
出方法ということ でございまし て、過去には このような仮 定がされて いるというこ とでご
ざいます。
○梅村座長

そのときは、なぜそうしたのかまではわからないですか。

○髙橋課長補佐

過去のご審議の経緯について確認いたします。

○中江専門委員

多分、我々も それに絡んで いたでしょう から、今さ らになってし まうの

だけれども、また 、これはあま り科学的なお 話ではないで すが、自分 の知り合いで ももっ
と山のように飲ん でいる人は幾 らでもいるの で、そういう ことを考え れば、安全側 に立つ
と摂取量はいつも 多めにとりま すよね。そう いうことにな ると錠菓と 一緒で、特保 だの何
だのは個々の目安 量はあるけれ ども、そもそ も目安量を飲 んでいるか というのもあ れば、
何種類を飲むかな どはどこにも 目安はないわ けなので、そ ういう場合 にこういう仮 定をす
る意味がどこにあるのかがわからない。今さらで失礼ですけれども、ど うなのです かね。
○梅村座長

その摂取量の御専門の先生方から見ると、どうなのですか。

○中江専門委員

こういう場合 はこうします となっている なら、それ はそれでいい のだけ

れども、そういうのがないのならば、勝手に決めていることになってし まうので。
○髙橋課長補佐

ポリビニルピ ロリドン評価 書は文献 86番でござ いますが、31ペー ジの下

に脚注 4が ござい ます。 こちら に、重 量につ いては 、聞き とりに よると 書いて ありま す。
ただ、錠剤の数量に関する脚注ではなく、申し訳ありません。
○梅村座長

でも 、一日摂取量 を計算するや り方の中で、 こういうふ うに考えるの だとい

うのであれば、別 にそれに沿っ たやり方をし ていくという ことで問題 はないのだろ うけれ
ども、中江先生の おっしゃって いるのは、こ このオリジナ ルで勝手に やっているの ではな
いかという。
○中江専門委員

そうなのです 。このポリビ ニルピロリド ンだって結 局は食品安全 委員会

の添加物専門調査 会がやったこ とだから、お まえらはそれ でいいのか と言われたと きに、
しかも、いつもお まえらは過剰 な摂取量でわ ざわざ安全側 に立ってい るではないか と言わ
れたら、どう言う のかなと。座 長が言われた ように、何た ら学会なり 、あるいは国 のどこ
そこの機関なりに よれば、こう いう場合はそ うしますとい うのが書い てあれば、そ れを引
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用すれば、そこに 責任を押しつ けられますが 、そうしない と本当に何 の根拠がある のか、
ふと思ったら全然 わからなくて 、繰り返しに なるけれども 、実際にも っと飲んでい る者は
いっぱいいます。
○梅村座長

その あたりはどう なのでしょう 。もし御専門 の先生方が 、そういう根 拠がも

しあるのであれば 、今までそう いうときはど うしていたの かという疑 問もあるので すけれ
ども。
○森田専門委員

一般の、これ までほかの添 加物であれば 、いわゆる マーケット調 査があ

って、そこから摂 取量の推計を しているので 、これに関し てもそうい ったサプリメ ント等
のマーケット調査 をもとにして 、平均として 、このくらい 飲んでいる だろうなとい うのが
出てくれば、それ でいいと思い ます。このポ リビニルピロ リドンのと きに、そうい う調査
をもとにやってい たかどうかは 、私も下には 聞き取り調査 をもとに書 いてあるので すが、
これがグラムのこ とだけなのか 、回数まで聞 いていたのか は覚えてい ません。それ があれ
ば、こういった調査をもとにで、ある程度推定はできると思います。
○梅村座長

ポリ ビニルピロリ ドンのときに どのような議 論があった か記憶がない のです

けれども、少し当たっていただくというのもあるかなと思います。
○髙橋課長補佐

ポリビニルピ ロリドンのご 審議に加え、 その後の別 の品目の評価 のとき

にも、この算出方法でご審議いただいています。
○梅村座長

何かその根拠みたいなものがあれば。

ほかにございま すか。そこは ペンディング になってしま いますけれ ども、そのあ たりは
食品安全委員会添 加物専門調査 会オリジナル ではないのか どうかとい うところなの で、少
し調べていただけ ればと思いま す。いずれに しても、摂取 量はこれだ けではなくて 、錠菓
の部分が完全に抜 けてしまって いるので、そ のあたりは要 請者に要求 するという形 にさせ
ていただきます。
ほかに ござい ますか 。引き 続いて 、食事 由来の 摂取量 のとこ ろなの ですけ れども 、 1つ
は国民健康・栄養 調査結果を最 新にするのか どうか。佐藤 先生から御 提案をいただ いてい
ます。
○佐藤専門委員

でも、森田専 門委員よりコ メントをいた だきまして 、調査数の多 い大規

模のほうがいいということで、了解しました。
○梅村座長

簡単に御説明をいただけますか。

○森田専門委員

現在のところ 、国民健 康・栄養調査が 4年に 1度くら いは大規模調 査をし

て、 3倍程 度の調 査数を すると いうこ とです 。もち ろん最 新を使 うとい うのも 一つな ので
すけれど も、ど ちらに しても 最新と 言って も 2年お くれぐ らいに はなる ので、 そのほ ど大
きくマグネシウム の摂取量は変 動しておりま せんので、調査数 の多い 24、次 いで 28が出た
ら28でいい のではないか と私は考えて いるのですけ れども、皆様の御 意見を伺えれ ばと思
います。
○梅村座長

その点についてはいかがですか。
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○西専門委員

私 も森田専門委 員と同じ意見 で、24年が拡 大調査とい うことであり ました

ので、それ でいいと 思います 。記述で 12行 目の成人 で 246という数 字は平均 だと思う ので
すが、平均というのをわざわざ書いたりはしないのでしたでしょうか。
○梅村座長

そのあたりはいかがですか。森田先生、いかがですか。
平均と 中央値 が報告 書にあ りまし て、そ の 2つが 特に大 きく違 うとい うこ

○西専門 委員

とでもないのですけれども。
○森田専門委員
○梅村座長

では、そのへんは書き方を変えてください。

○髙橋課長補佐
○梅村座長

では、平均と書いたほうがいいと思います。

承知いたしました。

このマグネシウムに関してですけれども、そのほかはいいですか。

先ほどからもマ グネシウムか ら引き算でず っとステアリ ン酸の量も 出していたの ですけ
れども、もう一つは 食事由来の摂 取量のとこ ろにステアリ ン酸の記述は 今はないので すが、
そのあたりはいかがでしょう。引き算でしかないのですか。
○森田専門委員
○梅村座長

求め方としては、引き算しかないと思います。

であ れば、わざわ ざ別項目にす る必要もない 。一応書い ておきますか 。ずっ

と毒性影響や薬物 動態等でステ アリン酸とマ グネシウムを 並べて書い てきているの で、そ
ういう意味からす ると、ここだ け急にマグネ シウムだけに なっている というところ なので
す。
○髙橋課長補佐

現時点で申請 者から提出さ れているデー タとしては 、食事由来の 摂取量

はマグネシウムだ けでございま す、食事由来 のステアリン 酸の摂取量 が得られるの かどう
かはわからないのですが、現時点では、その数値については示されてお りません。
○梅村座長

どうでしょう。特にこのままでよろしいですか。

○森田専門委員

西先生、国調 からステアリ ン酸を求めた りとか、そ ういうことは できる

のでしょうか。
○西専門委員
○梅村座長

できないと思います。
そも そも無理とい うことですよ ね。では、こ のままの書 き方でよろし いです

か。でも、ほかの 摂取量のほう は、食事以外 の今、議論を させていた だいた添加物 として
の摂取量のところ は、事務局で はステアリン 酸を引き算で 数字として 出しているの ですけ
れども、その数字の記載は必要ですか。
○佐藤専門委員

比較するもの がないのであ れば、記載す る必要はな いのではない かと思

います。
○梅村座 長

毒 性の ほうで ステア リン酸 の毒性 も一応 見て はいる のです ね。ど れも

NOAELはとれなかったけれども、あ まり意味がな いですか。
○森田専門委員

ほかの部分と の並びを考え ますと記載を しておいた ほうがよいと 思いま

す。そうでないと ステアリン酸 の、それこそ 言われたよう に毒性とか 、ヒトにおけ る知見
はないですけれど も、そういう ことが書いて あって、摂取 量の話が全 然ないという のはお
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かしい感じがしま す。ただ、独 立して項目を 設けるほどの データはな いということ だと思
います。
○梅村座長

事務局、どうぞ。

○髙橋課長補佐

ステアリン酸 の食事由来の 量につきまし て、国民健 康・栄養調査 の結果

からは飽和脂肪酸 の量としては 確認できるの かと思うので すが、飽和 脂肪酸中のス テアリ
ン酸の割合が分かる報告があれば、そこから算出するというのは可能で しょうか。
○梅村座長

どうぞ。

○松井専門委員

一般的な食品 中の飽和脂肪 酸で多いのは 、今回話題 になっている ステア

リン酸とパルミチ ン酸だと思い ます。そのほ かはかなり少 なくなりま すので、飽和 脂肪酸
の摂取量が出てい るのでしたら 、概算はでき るかなと思い ます。けれ ども、先ほど から議
論になっています ように、今回 のいろいろな 評価というの はステアリ ン酸として行 いまし
たよね。
例えば、ステアリ ン酸がたくさ ん入ってい るトリアシル グリセロール をたくさん摂 ると、
当然heart attackの可能性 が高くなる という話は あるのです けれども、 それは全部 除いて
今回は議論をして きたわけです から、摂取量 を出すときも 、やはり食 事由来のもの ではな
くて、ステアリン 酸のみの量で よろしいので はないでしょ うか。トリ グリに含まれ るステ
アリン酸は除く、 食品に含まれ るステアリン 酸は除くとい うような形 でも十分だと は思い
ます。そうしないと趣旨が一貫していないことになると思います。
○梅村座長

先生 は最後の食事 由来の摂取量 は、このまま マグネシウ ムだけでよく て、添

加物としての量を記載したほうがいいということですか。
○松井専門委員
○梅村座長

そのように思います。

今、髙橋さんが言ったのは食事からの話ですね。

○髙橋課長補佐

まだ御議論の 途中ではござ いますが、今 後、食事由 来のステアリ ン酸の

量が必要となる可能性があれば、とのことでございます。
○梅村座長

どうぞ。

○山添委員

松井 先生のお考え もあると思う のですが、も う一つ違っ た意味では、 食事由

来のものに比べて 今回使ってい る量で、いか に少ないのか 。要するに 考慮する必要 がある
のかどうかという 観点で、粗っ ぽい量比を非 常に粗いけれ ども、出し てみるという のも一
つの考え方なのかなという気もします。
例えば、
「 Meat Science」とい うようなジャ ーナルだと、多分、牛肉 のお肉の部分 とか、
マトンとか、豚肉 とかでそれぞ れ違いますが 、その脂肪酸 の組成に関 しては、その 数値は
確かに出ていると 思います。粗 っぽくお肉の 分だけからの 寄与率だけ はどのくらい で、そ
れだけ足してもこ の添加物の量 は非常に少な いよと。考え る必要はな いという考え 方でま
とめるというのであれば、使う手もあるかなと思います。
○梅村座長

一度 出してもらい ましょうか。 試してもらっ て、書いて もらって、あ まりに

も概算過ぎれば、 書いても意味 がないという ような議論に もなるかと 思いますし、 ある程
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度は大体の量が把 握できて、添 加物としての 量との比較も ある程度可 能であれば、 今、山
添先生がおっしゃ ったように、 意味のある文 章にもなるか と思います ので、あわせ て錠菓
の部分と食事からの摂取量をお願いするということでよろしいでしょう か。
ほかに何かございますか。よろしいですか。ありがとうございます。
時間になってし まいまして、 毒性のところ が途中になっ てしまいま したけれども 、その
他、きょうはこの あたりでとい うことになり ますが、評価 書案全体に ついて何か御 意見は
ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、今回 は、ステアリ ン酸マグネシ ウムについて の調査審議 をこれまでに したい
と思います。ステ アリン酸マグ ネシウムにつ いて、本日の 審議で修正 、追加があっ た点も
含めて、次回以降、引き続き調査審議することといたしますが、よろし いでしょう か。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

ありがとうございます。

事務局から今後の進め方について説明してください。
○鹿田係長

御審 議ありがとう ございました 。必要な資料 の整理がで き次第、改め て審議

をお願いしたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○梅村座長

それ では、全般を 通じてでも結 構ですが、何 かございま したら、どう ぞお願

いいたします。
特になければ、 本日の添加物 専門調査会の 全ての議事を 終了いたし ます。事務局 から次
回の予定等について何かありますか。
○髙橋課長補佐

次回の予定の前に1点御報告がございます。

添加物専門調査 会で御審議い ただきました 「香料に関す る食品健康 影響評価指針 」につ
きましては 、平成 28年 5月 17日の 食品安 全委員会 において 決定いた だきまし て、同日 付で
厚生労働省宛て通知いたしましたので、御報告いたします。ありがとう ございまし た。
次回の会合は、7月22日金曜日 14時からの予定 でございます 。
○梅村座 長

それ では、 以上を もちまし て、第 152回 「添加物 専門調 査会」 を閉会い たし

ます。どうもありがとうございました。
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