食 品 安 全 委 員 会 添 加 物 専 門 調 査 会
第 153 回 会 合 議 事 録
１．日時

平成28年7月22日（金）

14:00～17: 14

２．場所 食品安全委員会中会議室

３．議事
（１）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
（２）その他

４．出席者
（専門委員）
梅村座長、石塚専門委員、伊藤専門委員、佐藤専門委員、髙須専門 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、治田係員、新井参与

５．配布資料
資料1

ステアリン酸マグネシウムの食品健康影響評価に係る補足資料

資料2

添加物評価書「ステアリン酸マグネシウム」（案）

６．議事内容
○梅村座 長

それ では、 定刻と なりまし たので 、ただ いまから 第 153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。
本日は、14名の専門委員に御出席いただいており ます。
なお、石井専門 委員、宇佐見 専門委員、久 保田専門委員 、祖父江専 門委員、髙橋 専門委
員は御都合により御欠席との御連絡をいただいております。
また、食品安全委員会からも、委員の先生方が御出席です。
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それで は、お手 元に「 第153回添加物 専門調 査会議 事次第」 を配付 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 ら配付資料の 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。
○後藤評価専門官

資料の確認 の前に、事務 局で人事異動 がありまし たので、御報 告させ

ていただきます。７ 月１日付で評 価第一課に、鹿田の後任と して治田が 着任しており ます。
○治田係員

７月１日付で参りました治田と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。
○後藤評価専門官

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食品健康影響評価に係る補足資 料」
資料２「添加物評価書『ステアリン酸マグネシウム』（案）」
でございます。
資料の確認につきましては、以上でございます。
過不足等ございましたら、事務局までお申しつけください。
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（１）「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 。
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（１ ）「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 」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 ないことにな る事由には 該当しないこ とを申
し添えます。
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になる事由には該当しないことを 申し添えま 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 量推定
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 すが、本研究 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、
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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。
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、本研究報告 書は、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、通常 どおり審議に 参加いただく のが適当かと 考えられま すが、いかが でしょ
うか。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

その ほか、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）「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。
なお、本日、佐 藤専門委員は 、所用により 途中までの御 出席とのこ とですので、 審議順
を一部変更して「Ⅲ．一日摂取量の推計等」から始めたいと思います。
それでは、評価書案について、事務局から説明してください。
○髙橋課長補佐

まず、資料の取り扱いについて御説明させていただきます。

参考文献等につ きましては、 タブレット端 末を御参照い ただければ と思います。 参考文
献のうち、 31、 33、 34、 35、 76、 77、 78の７つの 文献につ きまし ては、フ ァイルの １枚
目にマスキングと 記載がござい まして、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すので、一般には非開示となってございます。
なお、要請者よ り、この非開 示部分に関し ましては、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、言及ま たは資料中 に記載するこ とを妨
げるものではあり ませんとの申 し出がござい ましたので、 本専門調査 会において安 全性を
御審議いただく際 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。
資料に基づきまして、御説明をさせていただきます。
資料１は、前回 の専門調査会 のご審議を踏 まえて要請者 に追加提出 を求めた資料 につい
て提出されており ます。１枚お めくりいただ きまして、１ は体内動態 の資料、２、 ３は一
日摂取量に関する資料でございます。
内容につきまし ては、資料２ 「添加物評価 書『ステアリ ン酸マグネ シウム』（案 ）」に
より御説明させていただきます。
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資料２の 51ページ「Ⅲ．一日摂取 量の推計」でござ います。前回か らの修正部分 を中心
に御説明させていただきます。
まず、51ペ ージの 16行目でご ざいますが、ステアリン酸 マグネシウム の摂取量につ いて、
ステアリン酸の摂 取量とマグネ シウムの摂取 量にそれぞれ 分けて推定し ております。ただ、
ステアリン酸の 摂取量につ きましては 、要請者か ら提出され た値は 1. 12 mg/人/日で すが、
評価書案では 、佐藤先生の 御意見を踏ま え、脚注 14に考 え方を記載い たしまして 、1. 13 m g/
人/日とさせていただいております。
次に、 52ページの「（ ２）添加物『 ステアリン酸 マグネシウム 』の使用量か らの推定」
でございますが、 前回の御審議 を踏まえまし て、サプリメ ントからの 摂取量と錠菓 からの
摂取量を区分してございます。
53ページ の１行目が、「①カプセ ル、錠剤等のサプ リメントへ の使用に係る 推定」でご
ざいます。本文に つきましては 、記載の整備 をいたしまし た。四角囲 みでございま すが、
前回の御審議で 、錠剤の摂 取量に関す る３×２×２という仮 定について 、どういっ た根拠
で記載されたのかとの御質問がございましたので確認いたしました。
これは、過去に 評価いただい た添加物「ポ リビニルピロ リドン」の 評価要請の際 に仮定
されたものでござ いまして、第38回 添加物専門 調査会におい て、この 仮定は妥当な もので
あろうと当時の先生から御発言をいただいております。
このあたりの資料につきましては、事務局追加文献６、７として御用 意しており ます。
中江先生からこ の件について 御意見を頂戴 しております ので、後ほ ど御説明いた だけれ
ばと思います。
次に、54ページの１ 行目から 、ステアリン 酸としての摂 取量に換算 した値を追記 してご
ざいます。換算の 考え方につき ましては、先 ほど申しまし た佐藤専門 委員のご意見 を踏ま
えたものでございます。
54ページ の５行目から「② 錠菓への使用 に係る推定」でご ざいます。これは、要 請者か
ら、新たに提出された資料１に基づいて記載したものでございます。
錠菓の喫食量と して、平成 24年の 国民健康・栄養調査の 結果のキャ ンディー類の 摂取量
0. 3 gを用い まして、 これに、 ステアリ ン酸マグ ネシウム の使用量 である 2%を乗じて 、９
行目のとおり、一日推定摂取量として6 mg/人/日とされております。
54ページ の四角囲みに 森田先生から 前回いただい た御意見がご ざいます。更に 55ページ
の四角囲みのとお り、森田先生 から新たに御 意見を頂戴し ております 。森田先生か ら新た
な資料を御示唆いただきましたので、事務局追加文献８，９として御用 意しており ます。
「（２）添加 物『ステアリ ン酸マグネシ ウム』の使用 量からの推 定」は以上で ござい
ます。
次に「（３）食事由来の摂 取量」でござい ますが、 55ページの４ 行目から、食事 由来の
摂取量について記 載してござい ます。これは 要請者から新 たに提出さ れた資料でご ざいま
す。
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Yoneyam aら の文献 のエネル ギー量と しての数 値から換 算し、ス テアリン 酸とパル ミチ
ン酸の摂取量を算出されております。
56ページ の２行目から「②マ グネシウム」でござ いますが、記載を 整備したもの でござ
います。
15行目か ら「（４）一日摂取量 の推計等のま とめ」といたし まして、（２）の① と②の
値を合計した値をここに記載させていただいております。
「Ⅲ．一日摂取量の推計等」については、以上でございます。
御審議をお願いいたします。
○梅村座長

それ では、前回の 審議のときに 議論された通 り、一日摂 取量の推計等 をサプ

リメントと錠菓と食事由来の３つに分けて記載する形に改訂されており ます。
その前に、そもそも 51ページ の16行 目のステアリ ン酸の摂取量 なのですが、ここ に佐藤
先生からコメントがありますけれども、少しお話ししていただけますか 。
○佐藤専門委員

ステアリン酸 マグネシウム は、ステアリ ン酸のカル ボキシ基の２ つのプ

ロトンが１つのマ グネシウムと 置きかわった もので、そこ からマグネ シウムを除く とステ
アリン酸２分子よ り水素２原子 分少ない分子 量となるので すが、摂取 量の値は、ス テアリ
ン酸としての数字 なので、それ であればここ でも、ステア リン酸イオ ンではなくス テアリ
ン酸の値で計算し たほうがよろ しいのではな いでしょうか ということ で、この数字 を変更
していただきました。
○梅村座長

ありがとうございます。

この点について 、よろしいで すか。何か御 質問等はござ いますでし ょうか。よろ しいで
すか。
それでは、一つ ずつ行きたい と思うのです が、まず一つ 目は「①カ プセル、錠剤 等のサ
プリメントへの使 用に係る推定 」のところで 、錠剤等から 摂取される ときの計算方 法につ
いて、前回、中江先生から御質問をいただいたのですが、何か。
○中江専門委員

これにつきま しては、その 後、事務局で も御検討い ただきまして 、一応

現時点では 53ページの四 角囲みのよう になっており ます。ポリビニル ピロリドンの ときに
こう決めて、その 後も幾つかの 案件で踏襲し ているという ことなので 、別にそれ自 体がい
けないというわけ じゃありませ んが、私の意 見としては、 そういう根 拠ですという のを、
できれば脚注ででも書いておいてほしいと希望します。
ただ、お聞きし たいのは、場 所を忘れまし たけれども、 規格基準改 正要請者から の資料
であるという文言 があちこちに ありますが、 それらの部分 でこの根拠 について説明 されて
いると読み込めるかということです。
○梅村座長

53ページの９行目です。

○中江専門委員

53ペー ジの９行目で すか。い やここではな いのですけれ ども、そ れらの

部分で一応読み込 めるというよ うな議論もあ り、あるいは 議事録に残 るということ でもあ
るので、このまま でいいと皆さ んがおっしゃ るならそのま までもいい のです。けれ ども、
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より親切なのは、 最初に申し上 げたように、 脚注かどこか で、この根 拠がポリビニ ルピロ
リドンの云々とい う、「事務局 より：」と書 いてあるよう なことをベ ースにした一 文があ
ることだという気はします。
○梅村座長

そのあたりはいかがでしょうか。

食品安全委員会 の添加物専門 調査会として 強くこの方法 で行くとい うところまで は、実
は余り議論は成熟 してはいない 。ただ実際、 当時の専門の 先生には、 その方法でよ ろしい
だろうという意見 は頂いていて 、それを踏襲 しているとい うことなの ですが、どう なので
すか。そのあたりは どこまで書き 込んだほう がいいのかと いうところな のですけれど もね。
ただ、中江先生 が前回、疑問 を持たれたよ うに、これは 一体何を根 拠にしている のかと
いうところはありますよね。
○中江専門委員

前回、申し上 げたのは、サ プリメントな ので、医薬 品とかと違っ て、幾

ら飲もうがコントロールできないという懸念が、基礎にあったからです 。
でも、そんなこ とを言い出し たら、今度は 何も推計がで きないので 、一定の基準 をつけ
ざるを得ない。そ れがポリビニ ルピロリドン のときの、専 門委員から これでいかが かとい
うのがあり、一応 議論の結果、 その評価書で はそうしたと 、それが一 つの根拠にな るとい
うか、専門家の意 見としての根 拠になります 。しかもその 後、別件で 同じものを踏 襲して
いるという議論の 積み重ねがあ りますから、今回もそれに のっとったと いうことであ れば、
それはそれで、少なくともこの評価書においては整合性があると思いま す。
○梅村座長

どの ような形でそ の記録を残す かというあた りなのです けれども、今 、ここ

で議論されたのが 議事録に残る ということで 、中江先生に も御指摘して いただいたよ うに、
規格基準改正要請 者からはそう いうものを仮 定した値だと いうことが 本文の中に記 載され
ています。どうしましょうか。このままでよろしいですか。
あえて書くとし て「本専門調 査会としては 、規格基準改 正要請者か らの仮定を是 認し」
とかいう言葉を入れるかどうかという話になるのだろうと思います。
いかがでしょう か。何か御意 見はございま すでしょうか 。どうしま しょうか。入 れます
か。入れないですか。そのままでいいですか。
どうぞ。
○頭金専門委員
○梅村座長

是認するというところまでの根拠は強くないと思います。

では、このままでよろしいでしょうか。

一応議論があっ て、この方法 はこれまでの やり方を踏襲 していたと いうことが確 認され
たというところで、今回は済みということで、よろしいですか。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

ありがとうございます。

そのほかに何か、どうぞ。
○中江専門委員

それはそれで いいのですけ れども、とい うことは今 後少なくとも 添加物

専門調査会において同様にするという理解を共有したということでよろ しいですか 。
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○梅村座長

そう 思っています 。特段の新た な情報がない 限りはこの 方法でやって いくと

いうことだと思います。
ほかにございますか。このサプリメントのところですが、よろしいで すか。
それでは「②錠菓への使用に係る推定」なのですが、森田先生、お願 いします。
○森田専門委員

今回、要請者 から国民健康 ・栄養調査の 結果が示さ れまして、キ ャンデ

ィー類の中に含ま れるというこ とで、キャンディー 類の総摂取量 の総平均の 0. 3 gを 用いて
計算してきました。しか し、55ページ の意見にも書 かせていただ いたのです が、追加の資
料９につけていた だいたように 、もちろん年 齢による幅が 非常にあり まして、例え ば一番
高いところだと子 供になるので すが、キャンディ ーだったら、１ ～６歳だと平 均で 1. 5 gと
いう部分もございます。
もう一点は、こ こに書かせて いただいたよ うに「ｅ－お 菓子ねっと 」というお菓 子の生
産量を出している サイトがあり まして、この 中では錠菓は 「その他菓 子」の中には 入って
います。サイトの 文章を読みま すと「その他 菓子の中では 錠菓、清涼 菓子が順調に 推移し
たため」という表 現がございま すので、恐ら く錠菓、清涼 菓子として もきちんと生 産量を
把握しているので はないかと思 いましたので 「ｅ－お菓子 ねっと」に 聞いたらわか るので
はないか、ということを最後のほうに気付きまして、そう申し上げたの です。
ただし 、その 他の生 産量が 211, 738トンな のです 。これ が全部 錠菓で はあり ません けれ
ども、例 えばキ ャンデ ィー類 なども この生 産量統 計にな ると、 169, 000トンと いうト ン数
になりまして、こ れで計算する と、国民１人 当たり平均的 に食べたと しても国民健 康・栄
養調査の１日当たり0.3 gということはなくて、3.6 gくらいにはなります。
当然、国民健康 ・栄養調査は こういう菓子 類とか嗜好品 は非常に精 度が落ちると いうこ
とはもうわかって おりますので 、そのぐらい の差は出るか なと思いま す。この総平 均をと
るよりは、国民健 康・栄養調査 の年齢階級で 一番高い値、 もしくは「 ｅ－お菓子ね っと」
でここに書いてあ る、例えば 211, 738トンですと、 総平均で１日 当たりを求め ても 4. 5 g程
度ということがご ざいますので 、もちろんあ る程度過剰な 見積もりか もしれません が、そ
のような値を使う のがよいのか。申 請者の計算通 り、総平均の 0. 3 gを 使うのが適当 かどう
か。ということを考えました。
これまでもこう いったものに 関しましては 、過少見積も りにならな いようにとい うこと
と、特に小児等、 子供等で大量 に摂取する者 がいないかは 注意してま いりました。 国民健
康・栄養調査を使 うのであれば 、一番多いと ころをとるか 、もしくは 今、申し上げ ました
ように生産量があ る程度わかる のであればそ の値からの計 算でいくか 。もう一つは 、先日
申し上げていまし たように、い わゆる錠菓の 大量摂取が問 題になって いると考える のであ
れば、これも仮定 になりますが 、錠菓１箱当 たりで、ざっ と調べまし たところなの ですけ
れども、一番多い もので大体１ 箱当たり 35 gというものが ありました ので、これで 計算し
ますと、 今、計算 で出て いるも のの約 100倍の ステア リン酸マ グネシ ウムの 摂取量に なり
ます。
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ただ、いずれ にしましても マグネシウム の１日摂取量 としては何 十mg単 位ですので 、も
ちろんそれほど大きく問題になるところにはかかってこないと思います 。
以上です。ご議論いただければと思います。
○梅村座長

幾つか御提案があったのですが、佐藤先生、御意見をいただけますか 。

○佐藤専門委員

摂取量として 最大をとるの か平均をとる のかは、何 と比較するか によっ

て変わるのか と思います 。普通、 ADIなど と比較する のであれ ば、結局一 生涯同じ量 をず
っと食べ続けても 大丈夫な量と 比較するので 、平均でいい のかなと思 うのですけれ ども、
今回の場合、何に 対して比較す るかがよくわ からないので す。サプリ メントのほう は結局
健康のために皆さ んずっと食べ 続けるという ことで、同じ 量をずっと 食べ続けるこ とがあ
ると思うのですが 、錠菓の場合 は一生涯、毎 日１箱ずつを 食べるのか なというのが 気にな
ります。そこの過 剰の見積もり も、過小評価 にならないと いう点では 、あると思う のです
が、どこまでやれ ばいいのかな というのがよ くわからない ので、皆さ んの御意見を 伺いた
いと思います。
○梅村座長

使うデータとして、国民健康・栄養調査結果はどうですか。

○佐藤専門委員

先ほどおっし ゃった最大値 をとるという のも、考え 方によっては 、こう

いう場合はあってもいいのかなと思います。
○梅村座長

国民健康・栄養調査を使うのであればということですね。

○佐藤専門委員

公的な文献の 、はっきりオ ープンになっ ているもの の中から一番 大きい

量を、何歳では最 大これぐらい でしたという 形で、数字と して出して もいいのかな と思い
ます。
○梅村座長

西先生、何か御意見はございますか。

○西専門委員

国 民健康・栄養 調査のデータ を使うのはい いとは思っ ているのです けれど

も、「ｅ－お菓子 ねっと」のデ ータが生産量 なので、これ まで摂取量 の推計でこう いった
生産量を使ってい たのかどうか は、私はよく 承知していな いのですが 、実態に近い という
点では摂取量、国民健康・栄養 調査のデータ、しか も平成 24年拡大調 査ということ でデー
タも多いというこ とで、採用し ようというこ とになってい ますので、 国民健康・栄 養調査
のデータで、全数の平均値を用いるのがいいのかなと思っています。
○梅村座長

このままがいいということでよろしいですか。

○西専門委員
○梅村座長

そうです。
ほかにございますか。

どうぞ。
○森田専門 委員

こ れは ADIとUL との差だ と思うの ですけ れども、 ULの場 合は一生 涯そ

れを食べ続けた場 合に問題が出 る量ではなく て、短期であ っても、特 にマグネシウ ムなど
のULはもとも とが短期にそ れだけの量を 食べたら下痢 等を起こして ということ なので、一
生涯これだけの量 を食べ続けた ときに初めて 健康障害が出 るという考 え方とはちょ っと違
います。少しそれはADIと違ってくると 思います。
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○梅村座長

むしろADIであれば平均値でもいいので はないかとい うお話でした か。

そのあたりは先生、どうですか。
○森田専門 委員

で すから、 最終的 に栄養成 分の場合 は ADIと比べる か、 ADIが設定 でき

ないものが多いの で、ULと比 較してどうこ うというよう なことを、最 終的に食品健 康影響
評価にこれまで 書いてき ました。従 って、U Lと比べて どうかとい うか、U Lの量に対 して
非常に少量である のでという言 い方をするの であれば、短 期投与の急 性的な影響を 考えて
もよろしいかと思います。
○梅村座長

そういう場合は最大量のほうをとったほうがいいということですよね 。

○森田専門委員
○梅村座長

そういう意味では、最大量をとったほうがいいと思います。

今回の場合は、ADIと比べる。

○森田専門委 員

いえ、 ADIを設 定しない と書いてあ ったので 、そういう 場合はマグ ネシ

ウムに関しましては、ULに対して、という言い方になると思います 。
○梅村座長

どうぞ。

○髙橋課長補佐

過去の殺菌剤 の御議論の際 に、喫食量は 平均値を用 いているが、 使用量

は、一番高い値で あるので過小 な見積もりに はならないの ではないか というご意見 が、当
時の先生からあったかと思います。
このように、食 品の喫食量に ついては、国 民健康・栄養 調査の平均 値を使ってき た経験
がございます。ま た、今回のよ うに対象食品 が錠菓である ことを理由 に、国民健康 ・栄養
調査ではないほか の調査結果を 使うとなりま すと、対象食 品によって ケース・バイ ・ケー
スで生産量データ を探すという ことになって しまうのかな ということ につきまして 、少し
懸念があるところでございます。
○梅村座長

森田 先生からの御 発言は、国民 健康・栄養調 査は錠菓類 とか、そうい うお菓

子類は低く出てしまうというお話ですか。
○森田専門委員

もちろん分類 として独立し てないという のがござい ます。キャン ディー

類という中に入っ ています。菓 子の生産量統 計であれば錠 菓の生産量 があるのでは ないか
と思ったので、ご提案というかご紹介したというのが一点です。
いわゆる嗜好品 に関しては、 覚えているか 覚えていない かで、摂取 量の申告は大 きく違
ってくる、例えば お茶を何杯飲 んだなどは正 確にはなかな か出ないの です。そうい った事
柄から、摂取量が 低目に出ても それは当然な のですけれど も、それを 踏まえた上で 、この
値を使うのであれ ばよろしいか と思います。 あと、ちょっ と話がずれ るのですが、 そうい
う小児と、特に注 意が必要な年 代に関しては 、別途、食品 健康影響評 価のところで 注意事
項を書いたという ことは以前に もあったと思 いますので 、今回であ れば、例 えば国民健康・
栄養調査の結果を 見たところ、 総平均と小児 とを比べると かなりの差 があるのでと いうこ
とを、評価に書き加えるのも一つだと思います。
○梅村座長

そのあたりはいかがでしょうか。

西先生、何かございますか。
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○西専門委員

先 ほど申しまし たように、生 産量ではなく て摂取量と いう考え方で いいと

思っているのです けれども、森 田先生の御説 明の繰り返し になります が、錠菓がキ ャンデ
ィー類に含まれて いるというこ とで、キャン ディー類を使 ったとして も、過大評価 になる
ことはあっても過 小評価はまず なくて、その中で、あとは考え方 で総数の 0. 3 gを使 うのか
１～６歳の1.5 gを使うのかというあたりの議論だと思うのです。
○梅村座長

ほかにございますか。

森田先生も国民健康・栄養調査結果を使うということ自体はよろしい ですか。
○森田専門委員
○梅村座長

これは今までもそうですので、はい。

ただ 、それで高い 年齢層の数字 をなお書きで いくか、そ れを数字とし て出す

かということですか。
そのあたりはいかがでしょうか。御意見がございますでしょうか。
これは先の議論 になりますが、ULを使うわ けではなく て、ただ ADIを設定しない という
方向にする と言うの は、 ADIを使わ ないわけ ではな くて、 ADIを設 定しない という意 味な
ので、ULを使う わけではない のですけれど も、一応今の ところの議論 ですと、デー タとし
ては国民健康・栄 養調査結果を 使うことには 問題ないだろ うというこ とですが、平 均値と
比べるとある年代 層で３倍から ５倍ぐらいの 高い値になる ということ ですか。それ をどの
ような形でここに入れていくかということです。
どうぞ。
○髙橋課長補佐

ただ今、54ペー ジの８行目 に0.3 gと書いてござ いますが 、例えば脚 注に、

これは 総数の 平均で あり 小児の １か ら６歳 の値は 1. 5 gである 旨を 書かせ てい ただく のは
いかがでしょうか 。記載するこ とにより、先 生方は、この 点も踏まえ た上で御検討 いただ
いたということが明確になるのかと思います。
なお、仮に喫食 量を 1. 5 gで計 算しますと、 一日摂取量は 30 m g/人/ 日になるので すけれ
ども、サプ リメン トから の摂取量 が相当 多いの で、錠菓 からの 摂取量 が6か 30かとい うこ
とは、最終的な合 計の数値には 、あまり影響 はないものと 思います。 つきましては 、評価
書案の記載につき ましては、先生方 に御検討いた だいたこと を踏まえ、0. 3 gの説明 として
脚注を書かせていただくというのも一つの案ではございますが、いかが でしょうか 。
○梅村座長

森田先生からも御提案いただいた案なのですが、それでよろしいです か。

評価のところで はもっと大き い摂取経路が あるので、余 り大きな問 題にはならな いのか
もしれないのですが、考え方の問題なのです。
○森田専門委員
○梅村座長

検討したということを入れていただければいいかと思います。

わかりました。

物によって変え るよりはなお 書きで処理し たほうがよろ しいかと思 いますが、よ ろしい
ですか。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

ありがとうございます。
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それでは、引き続き「（３） 食事由来の摂 取量」について ですけれども、 55ペー ジの６
行目からの記載が新しく要請者から提出されたところです。佐藤先生、 お願いしま す。
○佐藤専門委員
○梅村座長

森田先生、よろしいですか。

○森田専門委員
○梅村座長

文献からの値ということで、特に問題ないかと思います。

こういう推定でよろしいかと思います。

ありがとうございます。

ほかに何かございますか。
ステアリン酸だ けではなくて マグネシウム のところまで 、ここは本 質的なことで はない
のかもしれないの ですが、いろ いろ訂正も入 っていますが 「（３）食 事由来の摂取 量」全
体についてでもよろしいですか。何かございますか。
よろしいですか。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

ありがとうございます。

それでは、次 に、「Ⅰ .評価対象品 目の概要」について、前回からの 修正点を事務 局から
説明してください。
○髙橋課長補佐

御説明させていただきます。

冒頭にお戻りい ただきまして 、６ページで ございます 。13行目 と17行 目で、分子 式の記
載を修正させてい ただいており ます。その他 、佐藤先生か ら幾つか修 正をいただい ており
ます。
７ページ、９行 目から、医薬 品分野等で使 用されている 旨を追記さ せていただい ており
ます。
19行目の 下の四角でご ざいますが 、事務局か ら、ステア リン酸マグ ネシウムの構 成成分
のステアリン酸と マグネシウム につきまして 、それぞれ栄 養成分であ ること、常在 成分で
あること等を追加 したほうがよ ろしいかとい うことを伺い ました。今 日、御欠席で ござい
ますが、久保田専 門委員から、 特に言及する 必要性は低い とのことで すが、書いた ほうが
いいというご意見であれば反対はいたしませんといただいております。
この点は、評価 のところで後 ほどご検討い ただければと 思います。 その他幾つか 記載を
整備させていただいてございます。以上でございます。
御審議をお願いいたします。
○梅村座長

分子式のところを佐藤先生から御指摘いただいたと聞いています。

○佐藤専門委員

分子量が何年 の原子量表に 従うかによっ て若干異な ってきますの で、ま

たもうちょっと事務局と相談させていただきたいと思います。
分子式についても、この書き方がいいのかどうかも検討させてくださ い。
○梅村座長

このあたりはよろしいですね。

あとは今、事務局から もあったので すが、我が国におけ る使用状況 で、７ページの 14行
目からですけれど も、ステアリ ン酸マグネシ ウムの構成成 分であるス テアリン酸と マグネ
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シウムが必須栄養 素で、体内常 在成分で食品 常在成分だと いうことを 記載する必要 はない
かというお話なのですが、いかがでしょうか。
実 は評 価の ほう に関 係 して くる ので すけ れど も 、ス テア リン 酸の ほう で かち っと した
NOAELが 出ないので、その 辺をこの食品 常在成分でと いう理由で いこうという、つ まり、
安全性に懸念はな いという筋立 ての中に組み 入れたいと考 えていると ころがありま して、
もしそうだと、こ のあたりで少 し述べておい たほうがいい のかなとい うところもあ ったの
ですが、久保田先 生は、ほかの ところでも話 が出ているの であえて述 べなくても良 いので
はないかということもおっしゃっているのですが、いかがでしょうか。
評価のところで 御議論いただ ければいい話 ではあるので すけれども 、今、ここで 決める
必要はないのかも しれないので すが、特に御 意見がなけれ ばとりあえず は先に進みま すが、
いかがですか。よろしいですか。
それでは「Ⅰ .評価対象品 目の概要」について 、全体でもよ ろしいのです が、何か 御質問
等はございますでしょうか。よろしいですか。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

それ では、前回 未審議の「２．毒性 」の「（３）マグネシウム 塩」につ いて、

事務局から説明してください。
○治田係 員

そ れでは、 事務局 より、 33ペ ージか らマグ ネシウ ム塩の 毒性に つきまし て、

御説明いたします。14行目の「（３）マグネシウム 塩」からでご ざいます。
まず、15行目に「① 急性毒性」とござ いまして、このよ うな記載を させていただ いてお
ります。
続きまして、 22行目に「②反復投 与毒性」とござい まして、こちら は幾つかの試 験につ
いて記載しております。
まず、 23行目から 「ａ．マウ ス13週 間反復投与 試験（T anakaら（ 1994）、リン酸 一水
素マグネシウム評 価書（ 2012）で 引用）」とござ いまして 、こちらは マウスを用い て塩化
マグネシウム・六水和物 を投与した試 験でございま す。こちらについ て、34ページ の９行
目から11行目の記載ですが、担当の専門委員の御判 断を踏まえて 削除しており ます。
本試験につきま しては、35ペ ージの 12行目からに なりますけれ ども、本専門調査 会とし
て、本試験におけるNOAELを雌雄と も1.25%との御判 断をいただい ております。
続 き まし て 、 35ペ ー ジ の 17行 目 か ら「 ｂ ．マ ウ ス 96週 間 反 復投 与 / 発が ん 性併 用 試 験
（Kurataら（ 1989）（リン 酸一水 素マグネ シウム 評価書（ 2012）で 引用） ）」でご ざい
ます。こちらもマ ウスを用いて 塩化マグネシ ウム・六水和 物を投与し た試験でござ いまし
て、 36ペ ージ の 16行 目か らにな りま すけ れど も、 本専 門調 査会と して 、本 試験 にお ける
NOAELの判断を行うことは適切では ないとの御判 断をいただ いております 。
続きま して、 36ページ 21行目の 「ｃ． ラット 90日間反 復投与 試験（ 瀧澤 ら（ 2000）、
リン酸一水素マグ ネシウム評価 書（ 2012）で引 用）」でござい ます。こちらはラッ トを用
いて塩化マグネシウム・六水和物を投与した試験でございます。
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こちらについて ですが、 37ページの２行 目に「表 12-2

毒 性所見」とござい ます。この

中の一過性の軟便 についてです が、担当の専 門委員の御判 断を踏まえ て、毒性所見 からは
削除し、かわりに 38ページの２ 行目に記載を 移してござい ます。詳細につい ては、後ほど
御説明をいただければと思います。
本試験について ですが、39ペ ージの 20行目からに なりますけれ ども、本専門調査 会とし
ては、本試験にお けるN OAELを雄で 0. 5%、雌で 2. 5%との御判断 をいただい て お り ま す 。
なお、本試験に おける雄のN OAEL は0.5%、マグ ネシウムとし ては 37 m g/kg 体重 /日で
すが、この値は動 物試験の中で 一番小さな値 であり、後ほ どまた触れ ますので、あ らかじ
め御説明いたします。
本試験の各所見 については、 中江専門委員 、塚本専門委 員、髙橋専 門委員から御 意見を
いただいておりますので、後ほど御説明いただければと思います。
続きまして、41ペー ジの２行目の「ｄ ．ラット 90日間反復 投与試験（リン酸一水 素マグ
ネシウム評価書（2012）で 引用（厚 生労働省委託 試験報告（2007）、GLP））」で ござい
ます。こちらはラ ットを用いて リン酸一水素 マグネシウム ・三水和物 を投与した試 験でご
ざいます。本試験 につきまして は、43ページの 14行目から になりますけ れども、本 調査会
としては、本試験におけるNOAELを 雌雄とも 5%との御判断を いただいてお ります。
続きまして、43ページ 19行目か ら「ｅ．ラット 90日間 反復投与試験（厚生労働省 委託試
験報告（ 2000）（リン 酸一水素マグ ネシウム評価 書（ 2012）で引用 、GLP））」で ござい
ます。こちらはラットにリン酸三マグネシウム・八水和物を投与した試 験でござい ます。
44ページ の３行目に「表 14-2

毒性所見」とござ いまして、担当の 専門委員の御 判断で

一部追記をしてございます。
本試験につきま しては、46ペ ージの 15行目からで ございますけ れども、本専門調 査会と
いたしまして 、本試験 における NOAELを雄雌 ともに 1. 5%との御 判断をいた だいてお りま
す。
本試験につきま してですが、 髙須専門委員 、塚本専門委 員、髙橋専 門委員、中江 専門委
員から御意見をいただいておりますので、後ほど御説明いただければと 思います。
次に、47ページ の２行目の「③発 がん性」について でございま す。こちらは３行 目から
「ａ．マウス 96週間 反復投与/ 発がん性併 用試験（ Kurataら （1989）、リ ン酸一水素 マグ
ネシウム評価書（ 2012）で引 用）（再掲）」とございまして、マウス の試験につい て記載
をしております。
こちらは 35ページに記 載したものと 同じ試験でご ざいまして、16行目から、本専 門調査
会としては、本試験において発がん性の懸念はないとの御判断をいただ いておりま す。
次に、48ページ の２行目か ら「④生殖発生毒 性」についてでご ざいます。こちら は３行
目から「ａ．ラット発生毒性試 験（宇佐見ら（1996）、リン酸一水素 マグネシウム 評価書
（2012）、ケイ 酸マグネシウ ム評価書（2010）で引 用）」と ございまし て、ラット の試験
について記載をし ております。本試験 については、 28行目から、本専 門調査会とし ては母
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動物及び胎児に対 するN OAELは 800 m g/kg 体重 /日であり 、催奇形性 は認められな いとの
御判断をいただい ております。

なお、事務 局で換算値を 追記いたし ましたので、 補足い

たします。
同じく 49ページに「⑤ 一般薬理」と ございまして 、７行目か ら19行 目のように記 載して
おります。こちら につきまして は、本日、御 欠席ではござ いますが、 石井専門委員 より、
本案で問題ないとの御意見をいただいておりますので、御紹介いたしま す。
最後になります けれども 、49ペ ージの 21行目から「⑥ヒトに おける知見 」でござい ます。
こちらですが、22行目か ら「ａ．IOM（ 1997）」とございま して、IOMの記載を森 田専門
委員の御指摘を踏 まえて追記し ております。 また、本文案 についても 、森田専門委 員に御
確認いただいております。
こちらについて、50ページ の一番下の 四角囲みです が、松井専門委 員、祖父江専門 委員、
森田専門委員から 、厚生労働省 が出している 医薬品・医療 機器等安全 性情報「酸化 マグネ
シウムによる高マ グネシウム血 症について」 について御意 見をいただ いております ので、
後ほど御説明をいただければと思います。
事務局からは、以上になります。御審議のほど、よろしくお願いいた します。
○梅村座長

それ では「①急性 毒性」「②反 復投与毒性」 「③発がん 性」の「（３ ）マグ

ネシウム塩」に 関してです けれども、主担当の塚 本先生、御 説明いただ けますでしょ うか。
○塚本専門委員

33ペー ジの「（３）マグネシ ウム塩」ですけれ ども「①急性毒 性」につ

いてはこの記載で問題ありません。
18行目か らの「②反 復投与毒性」 ですけれど も、T anakaらの試験で、 5%の投与 群で腎
近位尿細管上皮の 空胞化の増加 という組織学 的所見があり まして、2. 5%以上投与群 の雌雄
両方で認 められ た腎相 対重量 の増加が ありま して、 これを 有意に とりま して、 NOAELを
雄雌ともに1.25%としております。
35ページ の「ｂ．マウス 96週間 反復投与/発 がん性併用試 験（ Kurataら（ 1989） （リン
酸一水素マグ ネシウム 評価書（ 2012）で 引用））」 は、N OAEL の判断は適 切ではな いと
しておりまして、この記載で問題ありません。
36ページ の「ｃ．ラッ ト90日 間反復投与試 験（瀧澤ら（ 2000）、リ ン酸一水素マ グネシ
ウム評価書（2012）で引用）」は、中江先生、あとは髙須 先生からも 幾つかコメン トをい
ただいております が、問題点とし ましては３ つありまして、軟便につい てどう評価す るか。
２番目として、体 重増加抑制を どう評価する かということ と、肝の重 量についての ３点が
問題となっております。
まず、軟便については 37ペー ジの四角囲み に髙須先生か らのコメント がありまし て、40
ページの四角囲み には中江先生 のコメントが あります。軟便は 2. 5%の 投与群で投与 初期に
一過性に見られて いるというこ とがありまし て、この 軟便について は、37ページの 中ほど
に私が記載してお ります。リン 酸一水素マグ ネシウムの評 価書で検討 したときに、 そこに
挙げてありますが 「薬事・食品 衛生審議会食 品衛生分科会 毒性・添加 物合同部会報 告」が
14

ありまして、軟便 及び泥状便に ついては「マ グネシウム過 剰摂取によ り下痢等の消 化器症
状が見られること は既知の情報 であり、各投 与群で見られ たいずれの 変化も毒性学 的意義
は少ないと考えら れた。」とい う考察をして おりまして、 軟便がある というだけで は、毒
性所見と入れるべきではないと判断しております。
40ページ の一番下に中 江先生のコメ ントがありま して、41ページに かけて私が記 載して
おります 。こちら は第 101回「 添加物専 門調査 会」の 議事録で すが、 下痢、 軟便だけ では
毒性ととらずに、 器質的障害が あるときに毒 性と判断する というディ スカッション をして
おりまして、肛門 周囲の腫脹と か発赤、出血 、赤色便が出 たときは毒 性ととると議 論して
おります。なので 、一過性とい うことと、更 に器質的変化 がないとい うことで、毒 性とは
とらないとしております。
次に、体重ですけれど も、2. 5%投与群雄の 体重増加抑制 ですが、文献 70を見てい ただき
ますと、T able 6に表 がありまして 、0%、 0. 1%、0.5%、 2. 5%の Dose levelで Body weight
の記載があります。ほかの項目に は有意差が あるところに はこの※がつ いているので すが、
体重のところには、ここ には書いてい ないのですが、本文 中の記載に は、この文献の 64ペ
ージの右の結果２ に、体重の変 化が有意であ ったと記載が ありまして 、最後のディ スカッ
ションにもそうい う記載があり ますので、2. 5%投与群の雄 の体重増加 抑制は有意と 判断い
たしました。
肝臓の重量の変 化についてで すけれども、肝臓は 評価書の 40ページ からコメント 等の記
載があります。肝 臓についてで すけれども、 絶対重量、相 対重量とも に最高用量で 減少が
あるということが 示されており まして、両方 に有意な変化 があると毒 性ととるとい うディ
スカッションをしたことが過去にはあると思います。
この試験の場合 、肝臓に酵素 誘導とかを示 唆するような 肝の腫大、 肝細胞の肥大 がある
という記載はなく て、組織学的 な異常がない ということに なっており ますので、肝 重量の
低下が、下痢とか 軟便による栄 養障害という か、そういう ものもあっ て減少してい るので
はないかと考えております。
そういうことか ら、組織学的 変化もなくて 毒性とは考え にくいとい うディスカッ ション
を、著者らもそう 言っていまし て、前回のリ ン酸一水素マ グネシウム 評価書でもそ れを追
認するとしております。今回も、今、御説明したようなことで追認する としており ます。
瀧澤らについては、以上です。
次が、41ページの「ｄ．ラ ット 90日間反復投 与試験（リ ン酸一水素 マグネシウム 評価書
（2012）で引用（厚生労働 省委託試験 報告（ 2007）、GL P））」ですけれ ども、こ ちらは
43ページに「本専門調査会としては」とありますが 、これで特に 修正等はあり ません。
43ページ の「ｅ．ラッ ト90日 間反復投与試 験（厚生労働 省委託試験報 告（ 2000）（リン
酸一水素マグネシ ウム評価書（2012）で引用、GL P））」ですけれ ども、46ページ に記載
がありますが、先 ほども軟便の ところでお話 ししたように 、軟便、下 痢だけでは毒 性とと
らずに、器質的障 害があるもの を毒性ととる ということで 、それにつ いての説明を ５行目
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からに追記いたしまして、15行目から「本専門調査 会としては」 と記載いたし ました。
47ページからの「③発がん性」は、修正はござい ません。
「（３）マグネシウム塩」については、以上です。
○梅村座長

ありがとうございます。

幾つかの試験の 中で、塚本先 生からも御提 示いただいた １つ目のと ころで、「ａ ．マウ
ス13週間反 復投与試験（ Tanakaら（ 1994）、リン酸 一水素マグネ シウム評価 書（ 2012）
で引用）」で34ページの９行目からの３行分を削除 したあたりは 、理由は何で したか。
○髙橋課長補佐

事務局からでもよろしいですか。

34ページ の下の四角囲 みにございま すが、用量相関性が ない所見を 本文に記載す べきか
どうかについて先 生にお伺いい たしましたと ころ、記載し なくてもよ いとの御指摘 をいた
だきましたので、記載を削除させていただいております。
○梅村座長

なるほど。

でも、一過 性の軟便とか は次の「 ｃ．ラ ット 90日間反復投与 試験（瀧 澤ら（ 2000）、リ
ン酸一水素マグネ シウム評価書（ 2012）で引用 ）」の試験に入 っているので すよね 。つま
り、毒性所見とし て捉えなかっ たその他の変 化を記載する というルー ルにしてある のです
か。
○髙橋課長補佐

所見のうち、用量相関性の ないもの、例 えば 34ページの 10行目の所 見は、

最高用量では出ていないと思われますので、削除させていただいていま す。
○梅村座長

投与 に起因する変 化だけを書い て、その中の 毒性所見を 表の中に入れ るとい

う意味ですね。
○髙橋課長補佐
○梅村座長

それでよろしいですか。

○塚本専門委員
○梅村座長

表に入れるか どうかにつき ましては、ご 指摘のとおり と承っており ます。

そういうことです。

表の 書き方につい てはその方針 で行くのであ れば、ここ のところは何 度も繰

り返してみんなに 確認してしま うのですけれ ども、そうい うことです ね。投与に起 因した
変化の中の毒性所 見を表の中に 入れて、その ほかを表の外 で記載する 。改めて確認 させて
いただきました。
議論に戻ると、塚本先生から 御提案いた だいたのは「 ｃ．ラット 90日間 反復投与試験（瀧
澤ら（2000）、 リン酸一水 素マグネシ ウム評価書 （2012）で 引用）」の 一過性の軟 便を、
この表の中からと るのかとらな いのか。つま り、毒性所見 なのかどう かなのですが 、髙須
先生、何かコメントをいただいていますよね。
○髙須専門委員

マグネシウム 塩みたいなこ ういう塩は、 実際に下剤 として使われ ている

ようでありますし 、それは浸透 圧で腸管内に 保って水分を 保持するよ うな作用であ るとい
うことなので、そ ういう意味で は、マグネシ ウム塩みたい なものを投 与すると下痢 という
か便が緩くなると いうのは起こ り得る変化な のかなとは思 うのですが 、その中でも 組織障
害を示唆するような変化です。
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わかりやすく言 えば出血とか があるようだ と、さすがに それは毒性 でとるべきで はない
か。なので、先ほ ど塚本先生も おっしゃった ように、器質 的な変化が あるかどうか を判断
にするのが妥当かなと思います。
今回ですと、そ ういった変化 がないという か書かれてい ないという ことで、しか も軟便
自体も投与の初期 から途中まで の一過性なの で、この所見 を毒性所見 には入れなく てもい
いのではないかというのが私の意見です。
○梅村座長

この点について、何か御質問はありますか。

よろしいですか。
そうすると、次は 体重増加抑制 でしたか。こ の点は中江先 生から質問 をいただいて いる。
これは肝臓ですか。
○中江専門委員

私も書いてい ますけれども 、それは塚本 先生の御説 明で結構かと 思いま

す。
○梅村座長

わかりました。

髙須先生、何かございますか。その点については大丈夫ですか。
○髙須専門委員
○梅村座長

大丈夫です。

そう すると、次の 塚本先生がお っしゃってい た３つ目は 肝臓ですね。 この点

については、中江先生、どうぞ。
○中江専門委員

そもそものコ メントは、40ページの四角 囲みの一番 上を読んでい ただけ

ればいいのですけ れども、資料 の先ほどお話 のあった原著 の表の内容 と、著者がこ う書い
ていますという部分の内容が違うというところから始まったのです。
雌雄ともに相対 、絶対両方と も有意差がつ いているとい うのが原著 の表の記載な のだけ
れども、どちらで したか、雄だ けとか書いて あったとかい うことがあ ったので、そ れはち
ゃんと正しく書かなければねというところから始まった話です。
次に、それが毒 性であるかど うかという話 をする場合に 、先ほど塚 本先生がおっ しゃっ
た考察では、ちょ っと困ってし まうのです。 というのは、 この場合、 絶対・相対重 量が減
少しているので、 そもそも酵素 誘導だとか肥 大だとか、そ ういうもの は関係ない話 なので
す。もし組織学的に変化があるとしたら萎縮しているはずなので。
それはともかくと して、組織学的変化 がなかったと しても 、一応 、この調査会 では絶対 ・
相対重量が同方向 に、かつ、用 量相関性を持 って変化して いる場合、 毒性ととりま しょう
というルールがあ ったので、そ うしないなら そうしない理 由を書かな ければだめと いう話
です。別に、そう しないのがい けないという ことではない のです。そ うしないと判 断する
なら、なぜそうし ないとしたか を少なくとも 議論しなけれ ばいけませ んというのが 私のコ
メントだったわけです。
表を見ていただけ ればわかるの ですが、特に 雌、それも相 対重量のほう は、確かに 有意
差があるけれども 、そんなに大 したものじゃ ない。一番下 の用量から 上は、少なく とも相
対重量が大して変 わっていない ですよね。雄 に関しては、 雌より確か に多いけれど も、こ
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れもまた大した変 化じゃない。 相対重量を勘 案して見れば 大したこと がないので、 という
ことは、体重が減少していますから、その影響があったと考えて当然い いはずです よね。
つまり、この場 合は相対重量 ・絶対重量の 両方落ちてい るけれども 、軽度の変化 であっ
て、かつ、体重が 落ちているな らそれが影響 したものであ って、その 上で相応する 組織学
的変化がないので 毒性と見ない というのが最 終的な結論な ら私も同意 しますが、そ の議論
がなくて単に組織 学的なものが ないですから と言われても 、それは了 解できないと いうの
が私のコメントです。
○梅村座長

そのあたりはよろしいですか。

塚本先生。
○塚本専門委員

私も説明が足 りなかったか もしれません けれども、 この数値を見 ても軽

微な変化であると いうことは、 中江先生も話 されたとおり なので、こ の辺は私も同 じ考え
です。
○梅村座長

用量相関性もないみたいに見えるのです。

○塚本専門委員
○梅村座長

そうですね。

そのあたりを記載するかどうかなのですけれどもね。

どうぞ。
○中江専門委員

用量相関性は ないと言って しまうと微妙 です。余り はっきりはし ないの

ですけれども、ち ょっとありそ う。例えば雄 の絶対重量は ありそうに 見えますし、 雌の相
対重量はあくまで も有意差のあ るものだけで 話をすれば、 一番下の用 量でどんと減 ってし
まって、 それ 以上減 ってい ませ んとい うだけ のこと です から、 plateauに なっ たとい う考
え方もできないこともありません。用量相関性には触れないほうがいい と思います 。
○梅村座長

そうすると、軽微な変化であるからということでいいですか。

○塚本専門委員
○梅村座長

軽微な変化であるということを入れたほうがいいということですよね 。

○中江専門委員
○梅村座長

そうですね。

そう思います。

それ は確かに、な ぜ毒性ととら なかったかは 入れておい たほうがいい かもし

れないですね。※がついている以上、軽微な変化であるからということ 。
ただ、先生、あ れはだめだと 思うのです。 下痢したおか げで肝臓が 小さくなった と。も
し本当にそうだとすると、それはアドバースな変化になってしまうと思 うのです。
つまり、局所の変 化ではなくて 、それが全身 のあるどこか に影響を与 えていたとす ると、
話が違ってきてし まうかと思う ので、あくま でも軽微な変 化であると いうことで押 さえて
おいたほうがいいかと思うのですけれども、よろしいですか。
○塚本専門委員
○梅村座長

いいと思います。

この肝臓の重量減少を含めて、何かこのあたりに御質問はございます か。

どうぞ。
○森田専門委員

直接ではない のですけれど も、肝臓の 0. 5%以上 投与群の雄で、血 清無機
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リンについてです 。これは多分 、血清無機リ ンの増加が用 量依存的に 出ていて、こ れは高
マグネシウム血症 時に認められ ることがある 。だから、高 マグネシウ ム血症になっ ている
と考えているわけですよね。
そこから後のラ ットの話では 、リン酸を与 えていても、 血清中の無 機リンが変化 してい
ないので、これは 毒性と捉えな いというよう な表現が、そ の次ともう 一つ次にも出 てきま
す。この流れでい くと、血清無 機リンが上昇 しているのは 、そういっ たホメオスタ シスの
破綻だからと捉え ると、ここは 毒性変化にと ったほうがい いというこ とにはならな いでし
ょうか。
高マグネシウム 血症を完全に 起こしていて 、リンとマグ ネシウムの ホメオスタシ スが守
れなく なって 上がっ てい ると考 えるの であ れば、 IPが 5. 1から 5. 9、 6. 1という 感じ で0.5%
から急激に上がっ ているので、 確かに生体の 変化といえば 変化なので すけれども。 ラット
の実験の部分では そういう論調 で書かれてお りますので、 それを踏ま えると血清無 機リン
の上昇はホメオスタシスの破綻と考え、毒性変化と捉えてもいいのでは ないでしょ うか。
○梅村座長

そのあたりはいかがでしょうか。

どうぞ。
○吉田委員

梅村 先生、ラット の場合、普通 、リンが動く ときはカル シウムもバラ ンスと

して動くことも多 いので、この場合 は、確かに IPは動 いて、確かに有 意差はありま すけれ
ども、この場合、 どのぐらいの 変動の範囲が あったかここ には書かれ ていませんし 、著者
はそう考えたかも しれないので すが、この専 門調査会とし てこのデー タを見て先生 方がど
う判断されたかという御判断をいただければいいのではないか。
私は先ほど中江 先生や塚本先 生がおっしゃ ったようなお 考えで、非 常にマイルド ですよ
ねというお考えは 、非常にリー ズナブルなの かなと思いま す。特に石 灰沈着等が起 きてい
るようなこともな いですし、高 マグネシウム 血症とそんな 物すごいこ とが起きてい るよう
には、この血液生 化学あるいは そのほかの検 査結果からは 見えないの ですけれども 、いか
がでしょうか。
○梅村 座長

こ れは まさ に38ペー ジの 著者 らの 所見 に対 する 考察の 中の 26行目 から の内

容ですよね。この あたりだと思 うのですけれ ども、今の吉 田先生から の、血清カル シウム
の変動を伴っていないというところも記載がありますが、このあたりで どうでしょ うか。
○塚本専門委員

有意差がつい ているのは私 も確認したの ですけれど も、高マグネ シウム

血症等の異常所見の結果とは思っていなかったので、特にコメントはし ませんでし た。
○梅村座長

著者の意見をある意味是認したという形でしょうか。

○塚本専門委員
○梅村座長

そうです。

このあたりはいかがですか。

髙須先生、何かございますか。
○髙須専門委員

私も同じよう な意見ですけ れども、それ 以外にホメ オスタシスに 関係す

るであろう臓器等 に組織学的変 化が出ていな いことも書い てあるので すが、異常所 見がな
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い変化だということでよろしいかと思います。
○梅村座長

腎臓 とか骨に変化 がないという ことと、カル シウムが動 いていないと いうあ

たりを総合的に評価したということなのですが、森田先生、それでよろ しいですか 。
○森田専門委員

私もラット、 マウスがちょ っとわからな いのですけ れども、ヒト でいう

と高マグネシウム 血症が起こっ ているという 時点で非常事 態なので、 血清カルシウ ムなど
までが動いたら致死的な事態ではないでしょうか。
ヒトの観点から いうと、無機 リンが５から ６というのは 結構大きな 変化なのかな と思っ
てしまったのでご 質問したので すけれども、 ラットとかマ ウスの専門 の先生が、こ れぐら
いの動きであれば大きな異常ではないと言われるのであれば、そこは、 結構です。
○梅村座長

動物 実験では、大 量の、例えば ここで言えば マグネシウ ムが投与され て、多

少の変化はあるも のの、そうい うものが、こ れが動くとこ れが動かな ければいけな いもの
がとか、組織にこ んな変化が出 なければいけ ないというも のが連動し て認められて きたと
きに、我々はそれ を毒性と考え るのであって 、一つの、特 に高用量の マグネシウム を投与
している中でのリ ンの、この程 度の変化は通 常はとらない 。その理由 は、つまり、 もしそ
れが毒性所見であ れば他の検査 値も連動して 動くだろう、 あれも動く だろう、こん な変化
もあるだろうとい うことで、そ れらが全てな い場合は、毒 性所見とと らないという 考え方
は、動物実験データを見ている人間にとってはそれほど抵抗のある話で はない。
そうやって常に今までも評価はしてきたように思います。
もし毒性の先生方で、ほかに、どうぞ。
○石塚専門委員

評価書案のほ うだけ見ると 、確かに高マ グネシウム 血症時に認め られる

と38ページ の28行目 には書いて あるのですが、筆者 らの原文を読 むと、高マグネシ ウム血
症ではこういうこ とが起こるけ れども実際の データはその ようには見 えないという 否定的
な結論になっているので、ここの表現だけ工夫したらいいのではないか 。
○梅村座長

わかりました。ありがとうございます。

38ページ 目の26行 目からの著 者らの考察の 記載が、今、石塚先生が 御指摘いただ いたよ
うに少し不正確になっているのかもしれない。
つまり、高マグ ネシウム血症 が起きたら、 こういうこと が起きてく るけれども、 今回は
起きていなかったというのが著者らの考察だと思いますので、それでよ ろしいです か。
よろしいでしょうか。ほかにございますか。
どうぞ、森田先生。
○森田専門委員

戻ってしまう のですけれど も、先ほどの 34ページの 消した部分な のです

が、これは今後も 用量依存性、 用量相関的な ものは、その 他所見とし ても書かない という
意味なのか、今回 は意味がない ので所見をあ えて書かない ということ なのか、どち らでし
ょう。
○梅村座長

多分 、先ほどの理 解は、用量相 関性だけに固 執している わけではなく て、投

与に起因している かどうかをま ず考えて、投 与に起因して いる変化の 中から、表の 中には
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毒性所見を引っ張 り出し、残 りを表の外 に記載すると いう意味で 、ここの 34ページ の９行
目から10行 目、11行目の 変化は、投与に起因 する変化では ないと判断 したというこ とで削
除したのだと理解しました。
○森田専門委員

これも実際 のデータを 見ていますと 、確かに 0. 6～ 2. 5%で、 5%群 でまた

相対重量が 減ってい るので すが、 5%群はも う体重増 加の抑 制が非常 に強く出 て、逆 に5%
群でそ こまで 増加 した 相対重 量が どんと 減っ ている こと そのも のが 5%群 の大き な全 体の
変化とも捉えられ ると思いまし た。従って、 別にその他の 所見という 意味で書いて あって
もいいのかなと、そういう意見です。
○梅村座長

毒性 の先生、毒性 さらには投与 に起因する変 化ではない と判断したの ですよ

ね。
○塚本専門委員

有意差がつい て※がついて いるものを全 部書くかと いうとそうで はなく

て、毒性はこの枠 の中に入れて 、その他の所 見として毒性 ではないけ れども有意と 考えた
ら記載するというスタンスでこのようにしたのです。
○梅村座長

繰り 返しになりま すけれども、投与に起因し ているかどう かということ だと。

偶発的な変化等は入れないということ。
毒性の担当の先 生方からは、 この変化は途 中上がって、 最後に下が っている。何 だかよ
くわからない。投 与に起因して いるのではな いだろうとい う判断をい ただいたとい うこと
なのですけれども、何か御質問はありますでしょうか。
体重増加抑制が あったときの 、臓器の重量 は判断するの がなかなか 難しいことは 確かに
ありますよね。
吉田先生、お願いします。
○吉田委員

臓器 にもよるので す。絶対重量 が、例えば脳 などは脳重 量比でほとん ど変わ

りませんから、心 臓もほとんど 変わりません 。あとは大き くなったと きに毒性学的 意義が
高い臓器と、減少 したときに意 義が高い臓器 もありますの で、これは エキスパート ・ジャ
ッジになるだろうというのが私の気持ちです。
○梅村座長

どうぞ。

○髙橋課長補佐

現在の記載は 、用量相関性 がないことか ら削除して おりますが、 再度、

先生方とご相談させていただいてもよろしいでしょうか。
○梅村座長

毒性 担当の先生に 、そこのジャ ッジをしてい ただければ と思います。 よろし

くお願いいたします。
どうぞ。
○中江専門委員

単に確認です が「ｃ ．ラット 90日間反復 投与試験（瀧澤ら（2000）、リ

ン酸一水素マグネ シウム評価書（ 2012）で 引用）」について、39ペー ジの２行目は 例の肝
臓の件ですけれど も、先ほど言 ったように、 雄だけみたい な書き方を しているのは 直して
ください。
○髙橋課長補佐

原著を確認い たしまして、 著者の考察に つきまして は雄のみの記 載とし
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ております。
○中江専門委員
○梅村座長

雄だけ書いてあるのです。

○中江専門委員
○梅村座長

著者の原著でも雄は有意差をつけているのでね。

それ自体がおかしいのです。

著者の記述なのではないですか。

○中江専門委員

著者の記述は、表に有意差をつけて、考察で書いていない。

何となくそれを 反映して、原 著では両方つ いていたよう に、どこか で適当にして おいて
ください。
○梅村座長

ありがとうございます。

瀧澤らのこ れらの所見 から以下 のように考 察してい るというP 38の 11行 目からの文 章は、
もう少し、先ほど 石塚先生から も御指摘いた だいたように 、少し記載 が不正確にな ってい
るところもあるみ たいなので、 高マグネシウ ム血症のこと ですけれど も、その他、 今、中
江先生からも御指 摘いただいた ところあたり も、もう一度 読み直して いただいて、 正しく
反映していただければと思います。
○塚本専門委員
○梅村座長

はい。

よろしくお願いいたします。

ほかにございますか。
あとは最後に「ｅ．ラ ット 90日間反復投与 試験（厚 生労働省委託 試験報告（2000）（リ
ン酸一水素マグネ シウム評価書（ 2012）で引用 、GLP ））」の高頻度 の軟便及び泥 状便と
いうところでとま っていたけれ ども、それだ けでは毒性所 見にならな いので、後ろ に器質
的な変化を加えたというところですが、そこまでですか。
「②反復投与 毒性」の全 体、「③ 発がん性」までで何かほ かにコメン トはございま すか。
よろしいですか。
それでは「④生殖発生毒性」ですが、北條先生、お願いします。
○北條専門委員

「④生殖発生 毒性」に関し ては、宇佐見 先生が共著 の論文で評価 書を書

いたのですけれども、こちらに書いてある記述で問題ないと思われます 。
○梅村座長
わかりました。ありがとうございます。
「④生殖発生毒性」について、御質問等はございますか。よろしいで すか。
「⑥ヒトにおけ る知見」です 。祖父江先生 はいらっしゃ らない。森 田先生「⑥ヒ トにお
ける知見」で、先生から御指摘いただいたIOMの話でし たか。
○森田専 門委員

49ページ の「⑥ヒ トにお ける知 見」で IOMのU L設 定に関す る文献 をつ

け加えていただいて、少し詳しく説明していただいたということです。
○梅村座長

松井先生、何かコメントをいただいていると思うのです。

○松井専門委員

50ペー ジの下の四角 の中に囲って おりますが、ここ に書いてあり ますよ

うに「酸化マグネ シウムによる 高マグネシウ ム血症につい て」という 情報が出てお りまし
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て、ここには日本 人のカマ、酸 化マグネシウ ム摂取時の高 マグネシウ ム血症のケー スが載
っていたものです から、日本人 のデータとい うことで載せ てもいいの ではないかと 考えま
した。
ただ、後で祖父 江先生の御意 見をいただき まして、かな り実際の今 回の使用とは かけ離
れた投与量になっていますので、削除してもよろしいと思います。
○梅村座長

森田 先生もそのよ うな御意見で しょうか。記 載の必要は ないというこ とです

か。
○森田専門委員

薬理量の、し かも一般的な 薬理量を超え た投与のと きに起こった 副作用

の評価書なのですけれども、これは特に載せなくていいと思います。
○梅村座長

そこ までで、マグ ネシウム塩に 関する毒性を 一通り今、 未審議だった ところ

を終わらせたので すけれども、 マグネシウム 塩に関する毒 性のところ 全体で御質問 はあり
ますか。よろしいですか。
ありがとうございます。
それでは、戻って、前回のところの修正した点ですよね。説明をお願 いできます か。
○髙橋課長補佐

それでは「１ ．体内動態」 について、御 説明させて いただきます 。評価

書案の10ページからでございます。
10ページは特に修正はございません。
11ページ に参ります。２行目 から 14行目まで、ステアリ ン酸マグネ シウムがステ アリン
酸とマグネシウム 塩に解離する かどうかにつ いて、前回の 御審議を踏 まえて追記さ せてい
ただき、先生方に御確認をいただいております。
２行目は、過去 の添加物「ス テアリン酸カ ルシウム」の 評価書にお ける御判断を 記載し
ております。
７行目から、ス テアリン酸マ グネシウムを 摂取した場合 の専門調査 会の御判断を 記載し
ております。現在の案で は、７行目に高用量、 10行目に低 用量と分け て記載させて いただ
いておりますが、 今日、午前中 に親委員の先 生方に御相談 した際に、 高と低と分け る必要
があるかどうかを もう一度御議 論いただきた いとのご指摘 がございま したので、こ の部分
の書きぶりについては、先生方に御議論いただければと考えております 。
17行目から「（１）ステアリン酸」でございます 。①から④ま でございます 。
「①吸収（ ヒト）（ Jonesら（ 1985））」は 記載整備 をしたの みでして 、先生方に 御確
認をいただいております。
12ページ、 13ページ の「②分布（ラッ ト）（L eo and F oti（ 1961））」、「③脂 肪酸生
合成の阻害試験（ラット 肝ホモジネー ト）（ Korchak and Masoro（ 1964）（ JECF A（ 1974）
及びステア リン酸 カルシウ ム評価書 （ 2004） で引用 ））」の 知見で ございま すが、 前回、
これらを削除する かどうかとの ご議論を踏ま え、記載を整 備すること となりました ので、
記載内容を追記さ せていただい ております。 しかし、この 知見を削除 すべきかどう かにつ
いて、再度、御意見を頂戴していますので、もう一度御議論いただけれ ばと思いま す。
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これに関連しま して、先生 から新しい 文献をいただ きましたので 、14ページの２ 行目に
「④脂肪酸の代謝（ラット ）（ L eytonら）（1987）」として 記載しており ます。文 案につ
きましては、修正 のご意見をい ただいており ますので、後 ほど御議論 いただければ と思い
ます。
このように 、「④脂 肪酸の代謝（ラット ）（ L eytonら）（ 1987）」を追加してい ただい
ておりますので、 それも踏まえ て「②分布（ ラット）（ L eo and F oti（1961））」 、「③
脂肪酸整合性の阻 害試験（ラ ット肝ホモジ ネート）
（ Korchak and Masoro（ 1964）
（ JECF A
（1974）及びステ アリン酸カル シウム評価書（2004）で引 用））」を 削除するかど うかの
御議論をいただければと思います。
次に、15ペー ジの３行目か らは「（２）ステアリ ン酸カルシウ ム」でございま す。内容
につきましては、前 回よりももう 少し詳しく 追記し、先生方 にご確認い ただいており ます。
松井先生からは 、修正案をい ただいており ますので、後 ほど御説明 いただければ と思い
ます。
次に、17ページ の２行目、同じくス テアリン酸カ ルシウムの知 見ですが、文言に ついて
石井先生から御質 問がありまし たので、事務局で 原著を再確認 いたしまして、「遊離 腸管」
としておりますが、これでよろしいかどうか御確認いただければと思い ます。
17ページ の11行目 から「（３）マグネシウム塩」で ございます。前回 の御審議にお いて、
項目立てを、吸収 、分布、代謝 、排泄の区分 ではなく文献 ごとに整理 すべきとの御 指示が
ございました 。今回 、このご指示 を踏まえ 、記載を整 理いたしま して、①から⑮まで とし、
更に要請者から追 加で出された 知見を⑯とし て追記してご ざいます。 ①から⑮まで は、記
載整備等をしておりますが、先生方には御確認をいただいたものでござ います。
23ページ 、26行 目「⑯マグ ネシウムのホ メオスタシス（ Blaineら（ 2015））」が 要請者
から提出された新 しい知見でご ざいます。こ の知見の内容 を追記して おりますが、 こちら
も、午前中に親委 員の先生に相 談したところ 、もう少し簡 潔にまとめ ていただける ところ
もあるのではない かということ でございまし た。今後、担 当の先生に 御相談させて いただ
ければと考えてお りますので、 今日はその点 につきまして も、御意見 を頂戴したい と思い
ます。
24ページ の35行目 から、これらを踏ま えまして「（４ ）体内 動態のまとめ 」でご ざいま
す。
36行目か らは、「低用量域」との文言 がございます ので、体内動態 の冒頭の記載 に修正
があれば、まとめの記載もあわせて修正したいと思います。
25ページ は、４行目 からステアリ ン酸につい て、蓄積性 がないとい うことをいた だいて
おります が、先 ほどご 説明さ せてい ただい た 2報の 知見を 削除す るかど うかで 修正が 必要
かもしれませんので、その点も踏まえまして、御議論いただきたいと思 います。
６行目 からマ グネシ ウムで ござい ます。 日本人 のデー タに関 する 2報 につき まして は、
前回の御審議で疑 問点をいただ きましたので、 その点を記 載しておりま す。後半は Blaine
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らの知見のまとめでございます。
16行目か らは、解離しない 場合は糞中に 排泄されると いう文を追 加しておりま す。本日、
御欠席ではございますが、石井先生には、既に文案を確認いただいてお ります。
「１．体内動態」については、以上でございます。
御審議をお願いいたします。
○梅村座長

ありがとうございます。

最初は、ステ アリン酸マグ ネシウムが どのように吸 収されるかに ついて、11ペー ジの７
行目から「本専門 調査会として 」としてまと めていたので すが、今、 事務局からも 説明が
ありましたように 、ここに低用 量域と高用量 域と分けた形 の記載にな っているので す。こ
のあたりが必要か どうか御意見 をいただけれ ばと思うので すが、体内 動態の先生、 まずは
伊藤先生、御意見はございますか。
前回の話は、大 量に投与され たときには、 その割合とし ては吸収さ れる量が少な いけれ
ども、低用量であ れば割合的に は高くなると いう話から、 恐らく低用 量域という言 葉が残
ったのだと思うの ですが、体内 動態的に見て この言葉を入 れておくべ きなのかどう かとい
うところです。
○伊藤専門委員

恐らく、その 上の段落の、 ステアリン酸 カルシウム はほとんど解 離吸収

されないというの を受けて、ス テアリン酸マ グネシウムは どうかとい うことで、高 用量で
はステアリン酸カ ルシウムと同 様かもしれな いけれどもと いう意味で 入れていたと いうこ
とかとは思います が、実際に添 加物として添 加される、摂 取される量 がそういう量 に達し
ないということで 、低用量域の みを記載すれ ばよいという ことでした ら、それでも 私は構
わないかと思います。
○梅村座長

そも そもこの吸収 の程度という か、吸収のさ れ方で、高 用量と低用量 に差が

あるのかどうかなのですけれどもね。
そのあたりはどうなのですか。
山添先生、先にどうぞ。
○山添委員

要は 、酸で胃のと ころに行って 、酸性条件下 で解離する 部分は、一つ は予想

としてある程度あるのだと思います。
ただ、これは低 用量だから解 離しないので はなくて、結 局酸で酸性 のところに行 って、
解離した部分につ いては吸収さ れるのであっ て、高用量で は相対的な 比率が低下す るわけ
です。吸収される 率、つまり、 解離しないか ら、大量で行 った場合は 、その可能性 が一つ
はあるので、余り高用量と低用量で吸収のメカニズムが違うとかではな いと思うの です。
だから、そこは 正確に書いた ほうがいいの と、もう一つ は、ステア リン酸は融点 が確か
体温より高いので す。結局、そ こが吸収率が 非常に悪い一 つの要因に なっているは ずなの
です。利用率として、ミセルを形成するのもそこでしにくいことがある と思うので す。
だから、生体はオレイ ン酸にするこ とで、たしか 15度とか 17度ぐら いの融点のも のに変
えて蓄えていると いうのが我々 の体の仕組み なので、そう いうところ が違うと思う ので、
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もともと物質とし てもステアリ ン酸でいると いうことは、 実は腸管か らの吸収率も 悪いと
いう要因がもう一 つあって、実 際には吸収率 が悪い。逆に いうと、添 加物としてこ れを採
用している理由もそこにあるということだと思うのです。
何かそういうニ ュアンスで、 どういう形か でうまく入れ ていただけ ると非常にあ りがた
いかなと思っています。
○梅村座長

松井先生、どうぞ。

○松井専門委員

ここの書きぶ りについては、15ページに あります文 献を基に書い たとこ

ろがあるので、先 にこちらをや っていただけ たほうが多分 理解しやす いような気が するの
ですけれども、ま た後でそれは 議論するとし て、高用量、 低用量は、 胃内での解離 の問題
もありますが、小腸での再結合もあると思うのです。
マグネシウムと ステアリン酸 が再結合しま すと吸収が悪 くなる。高 用量の場合は 、一旦
外れてもう一回結 合する確率が 高くなります 。低用量の場 合はほかの もので希釈さ れます
ので、出会う確率 が低くなりま す。というこ とで、実際、 低用量では ほとんど影響 が出な
いけれども、高用 量では影響が 出る可能性が あるという書 きぶりは間 違いではない と思い
ます。
ステアリン酸投 与の試験が後 でまた出てき ますけれども 、ステアリ ン酸を投与す ると、
カルシウムの吸収 は抑制される ということは ありますので 、やはり腸 内でマグネシ ウムが
解離しているか解 離していない かの状況が重 要であり、低 用量の場合 は出会う確率 が低い
から解離しやすい。高用量の場合は解離しにくいというところになると 思います。
○梅村座長

そう すると、この 低用量域は残 しておいたほ うがいいと いうことにな ります

か。
○松井専門委員

私はそう思い ますけれども 、具体的にエ ビデンスは ないというこ とは申

し添えておきます。
○梅村座長

どうぞ。

○頭金専門委員

そういう可能 性があるとい うのは理解で きるのです けれども、こ こに積

極的に残すべきか というと、疑 問があります 。私としては 、一部が、 解離しにくく 吸収さ
れにくいというこ となのだけれ ども、一方で 一部は解離し て吸収され る可能性があ るとい
うところが、重要になると考えています。
○梅村座長

よろしいですか。

○松井専門委員

頭金先生もお っしゃるよう に、基本的に 今回は非常 に低い用量の 話です

ので、高用量のところをあえて書く必要はないかもしれません。
○梅村座長

ほかにございますか。

吸収されにくい けれども一部 は解離して吸 収される可能 性があると 考えたという 、この
文章でそのあたり は説明できて いるのではな いかというこ とで、この 「低用量域に おいて
は」という文言は 削除したらど うかという御 意見ですけれ ども、いか がでしょうか 。よろ
しいですか。
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○頭金専門委員
○梅村座長

７行目の「高用量の」というのも抜いてください。

用量に関する記述を削除するという御提案でよろしいですか。
（「はい」と声あり）

○梅村座長

ありがとうございます。

次は（１）ステ アリン酸の② 、③で、④を 新しく松井先 生に提供い ただいたので す。脂
肪酸の代謝に関す る文章が入っ たのですけれ ども、②と③ については 前回も要るか 要らな
いか、要らないの ではないかと いう話もあっ たのですが、 そのあたり は④が入った 時点で
改めて御意見を伺わせていただければと思います。
○伊藤専門委員

①と②はいい かと思うので すけれども、 ③につきま しては、前回 も議論

になりましたが、 こちらのコメ ントにも石井 先生と私のコ メントが書 いてあります が、ス
テアリン酸の作用 ということで 、ステアリン 酸が脂肪酸を 生合成する 過程に及ぼす 影響と
いうことで、ステア リン酸自体の 動態として 記載する必要 はないのでは ないかと考え ます。
○梅村座長

ほか に、今、伊藤 先生からは、 ①と②は残し て③を削除 してという御 提案を

いただいたのですけれども、ほかに何かございますか。
②のコレステロ ールを測定し ているという のはいいので すか。これは これで意味が ある。
○伊藤専門委員

前回も議論に なったかと思 いますが、代 謝されてコ レステロール になる

という、代謝 というタイ トルを変えて いただければ よろしいかと 思います 。今「①吸収（ヒ
ト）（Jonesら（ 1985） ）」「②分布 （ラット） （L eo and F oti（ 1961））」にな ってい
るのですが、例えば、②でしたら赤 で消してある「ａ．ラット経 口投与試験（ L eo and F oti
（1961））」とか、そういう形 で残していた だければ、経口投与 したときに、こう いう知
見が認められたという意味では、代謝のほうの意味で意味はあるかなと 思います。
○梅村座長

どうぞ。

○松井専門委員

今、御説明が あったように 、この試験は ステアリン 酸を摂って、 それが

コレステロールに de novo合成さ れて、その コレステロー ルの分布を調 べている試験 です。
ここにも書きまし たけれども、 ステアリン酸 の投与量と蓄 積量の総量 は全然違って いて、
回収率が非常に低い試験なのです。
これはコレステ ロールの分布 であって、ス テアリン酸の 分布ではな いということ で、代
謝といっても、脂 肪酸からコレ ステロールに なるのは自明 の話ですの で、私はあえ て②を
書く必要はないと考えております。
○梅村座長

伊藤 先生も、これ は分布ではま ずいのではな いかという 御意見だった ので、

そのあたりは一致 した意見なの かと思うので すけれども、 書き方とし てどうですか 。参考
とかにして残しますか。
頭金先生。
○頭金専門委員

私は、前回の 調査会では分 布のデータが 必要ではな いかというこ とを申

し上げました。し かし、松井先 生、伊藤先生 から前回、コ メントいた だいたように 、あく
までもこれはコレ ステロールで 見ているとい うことであり まして、de novo合成の影 響が強
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くあらわれている ことですので 、正確な分布 を示していな いというこ とに、私もそ のとお
りだと思います。
毒性の評価をす るときに、分 布のデータと か蓄積性のデ ータはある 程度必要では ないか
というところにつ いては、今もそう考 えているので すけれども、それ に関しまして は、14
ページの④の２行 目からのデー タが追加され ましたので、 コレステロ ールの蓄積で 見るよ
りも、今回、追加 された脂肪酸 の代謝のデー タのほうがよ りいいので はないかと思 ってお
ります。
そういう点で言うと、②のデータは必要ないと考えております。
○梅村座長

参考資料にもならない。

○頭金専門委員
○梅村座長

伊藤先生、そのあたりはよろしいですか。

○伊藤専門委員
○梅村座長

私は必要ないと思います。

それで構わないと思います。

そう しますと、① と④を残して ②③を削除す るというこ とですよね。 その結

果「（４）体内動態のまとめ」の 25ページの ４行目からの ステアリン 酸についての 特定臓
器への蓄積を懸念される報告はなかったとできるのかどうかということ もあるので す。
この２つの試験 をもって懸念 させる報告は なかったと言 えるかどう かのあたりは どうで
しょうか。
○伊藤専門委員
○梅村座長

恐らくこれは、報告がなかったということです。

確かにそうです。

それでは、よろしいですか。
どうぞ。
○松井専門委 員

基本 的にステ アリン酸 は、数十 %は吸 収されま す。先ほど の④のデ ータ

ですが、 結局、 carcassにた くさん 残って います 。 20%が carcassで、 20%が呼 気に出 てと
いう変化が挙がっています。
Carcassのどこな のかというと 、やはり脂 肪組織に貯ま るのが普通考 えられること です。
量的に言うと、投 与したステア リン酸が特に 脂肪組織に多 く入ってい るのだという ことは
間違いないと思います。ただ、データはないのですから、推測にしかす ぎません。
この論文 ですと、 Specific Activityは調べ ていな い。調べ られな いのです けれども 、ス
テアリン酸がたく さんあるとこ ろにはたくさ ん入ってくる のだという ことだと思う のです。
脂肪組織にはステ アリン酸が貯 まりますとい うのは、もと もとステア リン酸がある ところ
にはステアリン酸が貯まりやすい。
Specific Activity でいう とそんな に高くな い。で すから、 これも 書きぶり だと思い ます
が、この条件では 、必ずしも特 定の臓器には 貯まらないと は言えない というのが本 当のと
ころだと思います。
○梅村座長

そうした場合に、どうなるのでしょうね。

○松井専門委員

ステアリン酸 は添加物とし て貯まってい るわけでは なくて、通常 の体構
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成成分として貯ま っているので す。その辺の 考え方を整理 したほうが いいと思いま す。生
体構成成分として 、脂肪に貯ま るわけですか ら、自然現象 なので、分 布が局在した として
も、それは大きな問題ではないということが本当だと思います。
○梅村座長

山添先生、どうぞ。

○山添委員

要は 、腸間膜から 吸収されたス テアリン酸は 、モノアシ ルグリセリド と再結

合して、グリセリド としてリンパ 系を介して 全身に分布す る。これは食 事で摂取した 脂肪、
トリグリセリド、脂質と変化はないということがわかればいいのである わけです。
ですから、分布 としては、腸 間膜から吸収 されたステア リン酸は、 モノアシルグ リセリ
ドと再結合するこ とによって、 食事から来る 脂肪と同様に 、主にリン パ系を経由し て体内
組織に分布するということがわかればそれでいいのだと思うのです。
○梅村座長

それを④の論文から読み取る。

○山添委員

④の 論文の場合は 、それが結局 フリーの脂肪 酸ですけれ ども、実際に 動いて

いるのは、今、申 し上げたよう な形で入って 、それが肝臓 にもう一度 戻って、結果 として
酸化的に 代謝を され て、炭 酸ガス になっ ていっ ている 。もち ろん 全身で も処理 をする 。β
酸化で処 理はさ れて いるわ けです けれど も、い ろいろ なとこ ろで β酸化 の処理 をされ て、
炭酸ガスになっていっていると見ているわけです。
その全貌が言葉 の中でどこか で記述してあ れば、体内に 食事性の脂 肪酸と同様の 経路で
処理をされるとい うことがわか れば、それほ どのリスクに はならない というニュア ンスが
わかればいいのではないかと思います。
○梅村座長

この まとめのとこ ろの「特定の 臓器への蓄積 を懸念され る報告はなか った」

になるということ でよろしいの ですか。それ とも、この文 章を少し変 えたほうがい いです
か。
○山添委員

特定 の臓器に蓄え られることが 即リスクと見 るのか、脂 肪酸でトリグ リセリ

ドでたまるという のは、要する に、必要な物 質としてのデ ポジットを されているだ けの話
なので、リスクとたまることとは、今回の場合は一致しないのだろうと 思うのです 。
○梅村座長

そう すると、25ペ ージ４行目の 文章を少しい じったほうが いいですね。「通

常の脂肪酸と同様 の代謝経路を とる」とか、 何かわからな いのですが 、その辺を少 し、こ
れは伊藤先生ですか。
ちょっと先にな ってしまって いますけれど も、25ページ の４行目の ２行分を少し 変えた
ほうがいいというお話なのです。
○伊藤専門委員

それが具体的 に記載されて いるような論 文を引用し ないで、まと めだけ

に書くのでよろしいのですか。
○梅村座長

それは④からは読み取れないのですか。

○伊藤専門委員
○山添委員

④は放射能全体をはかっているだけだと思うのです。

伊藤 先生がおっし ゃるのは、つ まり、内在性 の脂肪酸の 代謝系の論文 みたい

なものがあればいい。補強する必要があるというお考えですよね。
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○伊藤専門委員
○山添委員

そうです。今、引用されている論文だけからのまとめでいいのか 。

そうしたら、それを一つつけ加えればいいのではないかと思うのです 。

○頭金専門委員

山添先生がお っしゃった、 脂肪酸の吸収 については 、どこか探せ ばある

のかなと思います。
○山添委員

ただ 、ミセルを形 成して吸収さ れるのは、正 確な動きは 意外と遅いの です。

多分、2006年ぐ らいの『 Nature』ぐらいだと思 うのです。私の手元に 多分あると思 います
ので、それは後で言います。
○梅村座長

それ では、まとめ ますと、②と ③を削除して 、新たにス テアリン酸を 含む脂

肪酸の動態の文献 を一つ入れて、25ページの ４行目の２行 を少し変え るということ でよろ
しいですか。
（「はい」と声あり）
○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。
次は「（２）ステアリン酸カルシウム」に移ります。
どうぞ。
○松井専門委員

14ペー ジの２行目か ら15行 目までの論文 についてなの ですが、コ メント

がございますので、その コメントが、 15ページの四 角の中に書い てあります。下の 部分で
す。
実際、この試験では、正確に 書かれていな いところがあ ります。例えば 14ページ の５行
目を御覧ください。 24時間後 の赤血球、血漿、 肝臓、屠体、尿、糞便 及び呼気中か ら回収
された 14 Cと 書いてありま すが、実は 赤血球、血漿 、肝臓、糞便 はF olch法クロメタ 抽出し
たものなのです。 ですから、脂 溶性成分を計 っています。 尿について は、全てを計 ってお
ります。呼気中は 全てなのです が、この書き 方だと、この 点が明瞭で ない。全ての 代謝産
物が検出されているような書き方になっていますが、そうではないとい うことが第 １点。
この論文 にも書い てあり ますが、 総回収 率が 60%で す。あと の40%はア セチル CoAにな
って、水溶性の成 分に変わって いるのだとい う考察が書か れておりま す。その辺も もうち
ょっと、ちゃん と書いたほう がいいと思 いまして、また 15ページの最 後の四角の下 の部分
を御覧ください。
24時間後 の赤血球、血漿、肝臓、 屠体、糞便の脂溶 性画分、尿及び 呼気中の二酸 化炭素
として回収さ れた 1 4 C放射活性 を調べる 試験が実施 されている 。その結 果、 25%とな った。
これらの回 収率の合 計は 60. 2%で あり、残 りは非脂 質成分 に代謝さ れたと考 えられる とい
う文章にしたほうが、より正確に意図が通ると思います。
○梅村座長

ありがとうございます。

15ペ ージの 四角囲 みの中 に、松 井先生か ら御提 案いた だいた 文章が 書いて あります が、
これを挿入する形で御提案いただいているのですが、いかがでしょうか 。
よろしいですか。
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○伊藤専門委員

御指摘のとお り、脂溶性の 画分だけが一 部は抽出さ れているとい うこと

で、追加することに私も賛成です。
最後に、残りは 非脂質成分に 代謝されたと いうことなの ですけれど も、原文を見 ますと
プロテイン とか炭 水化物の ような 非脂質成 分と associateして いるみた いな表 現です よね。
それをどう訳すか は難しいかな と思うのです が、実際、ス テアリン酸 が代謝された という
よりは、そういう ものと結合し ているとかで 抽出されてこ なかったと か、そういう 意味な
のかなと思ったのですが、いかがでしょうか。
○梅村座長

どうぞ。

○松井専 門委員

F olchの 方法、 クロメ タ抽出 は、私 は専門 では ないの ですけ れども 、相

当強い脂溶性成分 の抽出溶剤で 、F olch法を使う と、coordinateしたも のの脂溶性成 分がと
れてくるという抽 出液だと思い ますので、恐 らくこれは脂 溶性成分と しては回収で きなか
ったタンパク質や炭水化物と読み取るほうが正確だとは思います。
○梅村座長
○山添委員

どうぞ。
伊 藤 先 生 、 associateと い う と 、 物 質 に こ う い う 有 機 薬 の 場 合 、 い わ ゆ る

associateとしてで はなくて、そ のものである 。一緒に区別 できないとい う意味なの で、水
溶性成分、極端に 言えば水溶性 の成分の放射 能として検知 されている ことを考えざ るを得
ないというニュア ンスだと思い ます。だから 、極性成分に 放射能とし て見つかって いると
いうのでいいのだと思います。
○伊藤専門委員

そのように変換されたということですね。

わかりました。ありがとうございます。
○梅村座長

よろしいでしょうか。

どうぞ。
○松井専門委員

先ほど言いか けましたけれ ども、屠体の件 です。carcassの日本語訳 です。

ごく限られた研究 分野では 、carcassのことを屠体 と訳しており まして 、初めは胴体 という
訳だったのです。 そこで、胴体 よりは屠体の ほうがいいと 申しました 。しかし、こ れは非
常に限られた研究 分野での表現 なので、この 場合は、動物 があって、 内臓を全部と ったも
のとした方がよいと思います。
○山添委員

多分 薬物動態とか 毒性では、carcassをそのま ま片仮名で 書いてしまっ ていま

す。
○松井専門委員

それが一般的でしたら、もう「カーカス」でよろしいかと思いま す。

もし書くのでしたら、脚注に何かつけておいたほうがいいのかなと思 います。
○梅村座長

事務局、それでよろしいですか。

○髙橋課長補佐

では、確認の 上、カタカナ で「カーカス 」とさせて いただきたい と思い

ます。
○梅村座長

書き 方は考えても らって、後ろ に括弧で何か つけるかつ けないかわか らない

けれども、よろしいですか。
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一応、今「（２ ）ステアリン 酸カルシウム 」の手前まで 終わりまし たけれども、 ここま
でで何かございますか。
ないようでした ら、中途半端ですが、ここ で一応４時に なったので、 10分ほど休 憩をと
らせていただきます。
（休憩）
○梅村座長

それでは、審議を再開したいと思います。よろしいでしょうか。

15ページ の「（２）ステアリン酸 カルシウム」で すけれども、伊 藤先生、よろし いです
か。先生からコメントをいただいていると思うのです。
○伊藤専門委員

このコメント は誤解でした ので、これは 大丈夫です 。松井先生か らコメ

ントをいただい ていまして 、32%が吸収 されたとい うのが、塩 化カルシウ ムだけを投 与し
た場合と比べて低 下していたと いうことなの ですけれども 、それがこ の文章ですと わかり
にくいと確かに私 も思いまして 、松井先生の 御提案のよう に修正する といいのでは ないか
と思いました。
最後に、カルシ ウム吸収が抑 制されたとい うところに、 例えば「塩 化カルシウム を単独
投与したときと比べて」みたいな言葉を入れてもいいかなと思いました 。
○梅村座長

松井先生、よろしいですか。

○松井専門委員
○梅村座長

事務局、よろしいですか。

○髙橋課長補佐
○梅村座長

それがよろしいかと思います。わかりやすいと思います。

では、修正させていただきます。

ほか にこの「（２ ）ステアリン 酸カルシウム 」に関して 、御質問は何 かあり

ますか。
○髙橋課長補佐

細かいことで 恐縮ですが、 石井先生の御 指摘を踏ま え「遊離腸管 」とさ

せていただきましたが、よろしいでしょうか。
○伊藤専門委員

これは日本語 の論文で 、そのとおり「遊離腸 管」と書 いてあります ので、

そこは変えられないのではないかと思います。
○梅村座長

17ページの５行目についてですね。

よろしいですか。
○松井専門委員
○梅村座長

はい。

ほかにございますか。

なければ「（３）マグネシウム塩」に移りますけれども、よろしいで すか。
ここは松井先生からですか。
○松井専門委員
○梅村座長

18ページは、前回と同じで解決した問題です。

あとはずっと①から⑮までは。

○髙橋課長補佐

文案につきましては、石井先生の修正を反映してございます。

１点補足させて いただきます 。22ページの「⑫ヒトにお ける知見（神谷（ 1956）（リン
酸一水素マグネシ ウム評価書（ 2012）で引 用））」の「低マグネシウム食」との記 載につ
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きまして、石井先 生からも「標 準」と変更し てよいといた だいていま すので、その ように
修正しております。
○梅村座長

松井先生から御指摘いただいたところですね。

それでよろしいですか。
○松井専門委員
○梅村座長

はい。

⑮までで何か御質問はございますでしょうか。

どうぞ。
○伊藤専門委員

一つだけよろ しいですか。 幾つかもしか したらお伝 えしていたも のかと

は思うのですけれ ども、すごく 細かいことで 恐縮ですが、 21ペー ジの９行目の 「結合型」
の「型」を「形」 にしていただ きたい。幾つ かもしかした らお伝えし たかとは思う のです
けれども、お願いします。
○梅村座長

ほかにございますか。よろしいでしょうか。

最後は「⑯ マグネシウ ムのホメオス タシス（ Blaineら（ 2015））」が新しく追加 された
ところだと思うのですけれども。申請者が提出してきたということです ね。
内容については 、松井先生が よく御存じだ ということで 、コメント をいただけれ ばと思
います。
○松井専門委員

比較的最近の2015年の総説です。

この総説に書かれている内容は、ほぼ重要な点は網羅されていると思い ます。
○梅村座長

少し ボリュームが 多いかなとい う印象もある のですけれ ども、そのあ たりは

いかがでしょうか。
松井先生、この記述がこの長さで全部必要かどうかというあたりはい かがでしょ うか。
○松井専門委員

これを入れた 理由が、最新 の知見を入れ る。トラン スポーターに 関する

記述を入れるとい うコメントが あったもので すから、この ような長さ になってしま ったの
ではないかと推察はしております。
本当でしたら、 メカニズムの ところと基本 的な代謝のと ころは分け てもいいのか もしれ
ません。具体的に申しま すと、23ペー ジの 27行目から 24ページの「吸収 されるもの の、20
mgが消化管 分泌物と共に 喪失するた め、正味 の取り込み量 は100 mg/日となる 。」ま では、
どちらかというと 一般的な代謝 の記述になっ ております。 これ以降は メカニズムの ことが
書かれております。しかし、今回は論文ごとでまとめたのですよね。
そうすると、そ の方針とは逆 になってしま うのですが、 場合によっ てはここら辺 で分け
て、一般的な生理状態の話とメカニズムの話という形にしてもいいのか なとは思い ます。
○梅村座長

少しコンパクトにしていただくのは、どなたに頼めばいいのですか。

動態担当の先生がいいのですよね。
○髙橋課長補佐

どの点をおま とめいただく かという視点 について、 本日、先生方 の御意

見を伺った上で、 その後、具体 的な文案の御 相談を担当の 先生とさせ ていただきた いと思
いますので、そのあたりの御意見を承れればと思います。
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○梅村座長

頭金先生、何かございますか。いい御提案はありますか。

○頭金専門委員

松井先生がお っしゃったと ころが、全体 のポイント になると思い ます。

例えば、トランス ポーターがか かわっている ところとか、 あとは家族 性マグネシウ ム血症
のことについても述べていただいている点などがあると思います。
トランスポータ ーの機能低下 のような特殊 な背景を持っ た方では注 意が必要であ るとい
うことで書いてお く分にはよい と思いますけ れども、こう いう背景を 持った方がい るとい
うことだけでいいのかなという気はいたしております。
○梅村座長

ありがとうございます。

どうぞ。
○山添委員

かな り新しい知見 を入れてくだ さって、最新 の知見にな ったのではな いかと

思うのですけれど も、多少普通 の方が見た場 合には、なか なかフォロ ーできないか なとい
うところも確かにあるのかなと思います。
要は、吸収の部 分が受動輸送 ではなくて、 実はトランス ポーターを 介したような 輸送担
体を介した系によ って吸収もさ れるし、排泄 、再吸収、い ずれのとこ ろにこういう いろい
ろな系が関与して 保たれている ということが わかるような 形になって いればいいの かなと。
それには、現在 では、例えば クローディン を含むいろい ろなものの 関与が示唆さ れてい
るということで、 リファレンス を入れること で、本文をも う少し簡単 にしていただ くのも
一つの方法かなと思います。
○梅村座長

一度 事務局がつく って伊藤先生 と松井先生に 見ていただ くというのは どうで

すか。まだ少し、 もっと具体的 に話してほし いですか。も し先生方で もう少しヒン トを出
していただけるの であれば、この あたりを残 してこのあた りは要らない というのがあ れば、
松井先生、もう少し助けていただけますか。
○松井専門委員
○梅村座長

知恵はお出しします。

最終的に伊藤先生にも見ていただいて、お願いいたします。

よろしいですか。
内容的には、最新 の情報が入っ たというこ とで、価値のあ る⑯にはな ったと思いま すが、
よろしいですか。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

そう しますと、そ のまま「（４ ）体内動態の まとめ」で すけれども、 先ほど

の議論で「低用量 域」という言 葉は外すとい うことと、２ 段落目のス テアリン酸の 記載に
ついては、少し書 き方を変える 。２つ除いて 新しい文献を １つ入れて 、それに基づ いてス
テアリン酸につい ての記載を変 える。３段落 目については 、先ほどの 新しい情報の 内容が
ここには書かれているわけなのですか。
このまとめ全体 について、何 か御質問等は ございますか 。こうした ほうがいいと いうお
話があれば、よろしいですか。
（「はい」と声あり）
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○梅村座長

それでは、引き続き事務局から変更点についての説明をお願いいたし ます。

○髙橋課長補佐

「 ２．毒性」の部分 でございます が「（１）ステアリ ン酸マグネシ ウム」

と「（２）ステアリン酸」を御説明させていただきたいと思います。
評価書は 26ページから「①遺伝毒 性」でご ざいます 。表が 27ページにご ざいますが 、形
式的な修正のみでございます。
27ページ の６行目から、ステ アリン酸マグ ネシウムの急 性毒性でござ います。「②急性
毒性」は特に大きな点はございません。
28ペ ージ、 「（１ ）ステ アリン 酸マグネ シウム 」の「 ③反復 投与毒 性」で ございま す。
２点ござ いまし て、ま ず 1点目 は、下 の四角 囲みで 飼料組 成につ いて、 先生方 に御意 見を
伺っておりますが 、塚本先生か ら追加の御説 明をいただく と承ってお りますすので 、改め
て御説明いただければと思います。
2点目 は、 28ページの ８行目の表 ５を見ていた だきますと 、用量設定 として 5%、10%、
20%と非 常に高用量で 実施されて いる試験でご ざいます。5%投与群で 毒性が出てい ないと
考えてよいかどう かについて、 最後の評価の 案と関連いた しますので 、その点につ いても
追加で御審議いただければと思います。
次に、29ペー ジの「④生殖発生 毒性」でござい ます。前回の審議 を踏まえまし て、北條
先生に修正をいただいております。
次に、30ページ の「⑤ヒトにおけ る知見」でござい ます。アレルギ ーに関する２ つの症
例報告につきまし て、前回の御 審議において 、もう少し詳 細に記載す べきという御 指示を
受けまして、詳細 に記載いたし ました。文案 につきまして は、祖父江 先生と森田先 生に既
に御確認をいただいております。
31ページ の６行目から 、ヒトの知 見に関する 御判断といた しまして 、前回の御審 議を踏
まえまして、この ように書かせ ていただいて おります。こ の内容につ きましては、 再度先
生方に御議論をいただきたいと思います。
また、31ページ の四角でござ いますが、前回、それぞれ の症例報告 の内容に何ら かの問
題があるのではな いかという御 指摘をいただ きましたので 、その点も 御議論いただ ければ
と思います。
次に、31ページ の14行 目から「（２）ステアリン酸」でござい ます。２つの反復 投与試
験につきまして、 前回の御審議 を踏まえ修正 し、担当の先 生から問題 ないといただ いてお
ります。
説明は以上でございます。
御審議をお願いいたします。
○梅村座長

ありがとうございます。

「２．毒性」に 入っていきた いと思います けれども、ま ずは「（１ ）ステアリン 酸マグ
ネシウム」ですが「①遺伝毒性」は特に問題はないですか。
戸塚先生、よろしいですか。
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○戸塚専門委員
○梅村座長

山田先生もよろしいですか。

○山田専門委員
○梅村座長

特に問題はないです。

このままで結構です。

特になかったと思いますので、よろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）

○梅村座長

それ では「②急 性毒性」「③反復投与 毒性」に移 りますけれ ども、塚本 先生、

少し御検討をお願いします。
○塚本専門委員

「②急性毒性」は特に変更はありません。

28ページ の「③反復 投与毒性」ですけれども 、Wistar系ラ ットに 0、5、10、20%のステ
ア リ ン 酸 マ グ ネ シ ウ ム を 90 日 間 投 与 す る と い う 試 験 で す 。 こ の 中 で 17 行 目 か ら の
「Sondergaardらは」とい うところで すが、 14行目と 15行目に所見 がありまして 、10%以
上投与群の雄で肝 相対重量の減 少、5%以上投与群 の雌で、腎相対重量 の減少という 所見が
出ております。
原著を 見ます と、原 著のT ableのと ころに 、相対 重量し かない のです けれど も、著 者ら
はＰが0.001以下で 有意と判断 しているので すが、そうす ると、10%以 上投与群の雄 で肝相
対重量の減少が有意であるということになります。
腎臓は、17行目から 説明がありま すけれども 、腎の石灰 化が軽減し たための腎重 量の低
下ということで 、こちらは毒 性ととって いないという ことで、20行目 からにありま すよう
に、著者らはNOAELを5%投与群と しております 。
ですので、 5%投 与群では、 毒性所見は出 ていないと判 断することが できると思い ます 。
29行目か らの「 事務局 より： 」な のです けれど も、前 回は、 23行目か らは JECF Aの記
載のところで、飼 料の組成の情 報がないとい うことだった のです。飼 料の組成につ いての
文献を追加４で入 れていただい ていたのです が、確認不足 でして、修 正が必要ない という
お返事をしてしま ったのですが 、事務局案の ように飼料の 組成につい ては確認でき たけれ
ども高濃度の試験であるからという記載に修正していただければと思い ます。
以上です。
○梅村座長

ありがとうございます。

事務局からも説 明があったの ですが「③ 反復投与毒性 」の「ａ .」の試 験は、その もの自
体は群構 成から して高 用量だ というこ とで、 NOAELの 判断には 使えな かった のです けれ
ども、5%自 体の投与量群 だけを見れば 成立してい るわけで 、その情報 は重要ではな いかと
いうことで、改めて この 5%で確 かに毒性影響 が出ていない かどうかを 担当の先生方 に御確
認いただいたということで、今、塚本先生から御説明があったところで す。
この点について、何か御質問がありますでしょうか。
どうぞ。
○中江専門委員
○梅村座長

今、座長が言われたことには答えているのですか。

5%では毒性影響が出ていないということではある。
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○中江専 門委員

です よね。 だから、 それは NOAELを とれない という ことに はなら ない

のですか。
○梅村座長

単用量ですからね。

○中江専門委員

絶対そうしろ と言っている のではないで すよ。もと もと座長が言 われた

のは、5%が一 応いける用 量なので 、そこで毒性 が出ていませ んと。こ の論文は 10%、20%
という過剰量を使 っているので 、それらでの 結果がどうだ こうだとい うのは確かに どうか
と思うけれども、5%で毒性がな いということ は組成を見て いただけれ ばオーケーだ ったわ
けですよね。とい うことは、 5%は毒性が なかった、だ からそれを NOAELとするこ とは別
に構わないのかどうかということですよね。
○梅村座長

単 用 量 で は な く て 、 そ の 試 験 自 体 が 成 立し て い な い の で 、 こ の 試 験 か ら

NOAELを 得ることは多 分、できないだろ うと思うので す。繰り返しに なりますけれ ども、
情報として5%を投与したときにどうなるのかはわかって いるというこ とです。
そういうことだと思います。そういうことですよね。
○塚本専門委員
○梅村座長

髙須先生、何か追加でございますか。

○髙須専門委員
○梅村座 長

はい。

私もそれでよろしいかと思います。

こ の著者 たちは ここがN OAELだと 言って いるわけ ですけ れども 、本調 査会

としては 、試験 のデザ インが 適してい ないと いう意 味でN OAEL は取れ ないと いうこ とで
すよね。
そのままこの前 は流してしま ったのですけ れども、5%で 影響がない というのは重 要な情
報だということで、確認いただきました。
あとは飼料の組 成については 、いかがでし ょうか。事務 局案がよろ しいのではな いかと
いうのが塚本先生の御意見ですね。
○塚本専門委員
○山添委員

はい。

一応 組成は記載の 論文、引用し た文献を見る とちゃんと割 とやっている ので、

一応それはそれで見られるのではないかと思います。
○梅村座長

よろしいですか。

どうぞ。
○中江専門委員

そうであるの で、28ページ の最後からの 事務局案は それでいいと 思うの

ですけれども、今の 話の 5%で毒 性はありませ んでしたとい うことは書 かなくていい のです
か。
○梅村座長

どうでしょうね。

○髙橋課長補佐

例えば、直していただ いたご判断の 後に続いて「なお 、5%の用量 におい

ては毒性が認められないことに留意すべきである」といった文案になる かと存じま す。
○梅村座長

いいですか。

○塚本専門委員

はい。
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○梅村座長

ほかにございますか。よろしいですか。
（「はい」と声あり）

○梅村座長

それでは「④生殖発生毒性」を北條先生、お願いします。

○北條専門委員

前回の調査会 で御指摘いた だいた、試験 として問題 があるような 点を、

具体例を挙げて、 前の会では投 与期間だけ短 いという条件 を挙げたの ですが、更に この試
験自体が通常の発 生毒性試験で 胎児について 調べている、 内蔵、骨格 についてもや ってい
ないということで 、それも発生 毒性試験とし ては試験設計 が不十分な 点として具体 例を挙
げさせていただきました。
○梅村座長

ありがとうございます。

この点について、何か御質問等はございますでしょうか。よろしいで すか。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

それ では「⑤ヒト における知見 」に移ります けれども、 ここではパッ チテス

トの結果等々があ って、何を今 、問題にして いるかといい ますと、次 のページで「 本専門
調査会としては」 という文をま とめさせてい ただいている 中で、８行 目なのですが 「発症
頻度としてはまれ であること」 と記載して、 ただ、そのリ スクは低い という判断の 順序な
のですけれども、 この「発症頻 度としてはま れであること と」という のは、ある意 味発症
していることを認 めたことには なっているわ けなのです。それ をこの 30ページのヒ トの症
例報告から認めて いいのかどう かというか、 その内容とし てこの症例 報告が、発症 してい
るというエビデン スになってい ると考えてい いのだろうか というとこ ろを議論して いただ
きたいのですが、森田先生、いかがでしょうか。
○森田専門委員

今回、このよ うに詳しく書 いていただき まして、一 般的なアレル ゲンの

パッチテストは上 の症例だと陰 性で出ていて 、ステアリン 酸マグネシ ウムそのもの に対し
てパッチテストで 陽性ですし「ｂ.」の症 例報告です と、パッチテスト 開始時にアナ フィラ
キシーショックが 起きまして、 それを除去後 緩和したとい うことです ので、この２ つのケ
ースからは、ステ アリン酸マグ ネシウムに対 してアレルギ ー反応を起 こしたと考え ていい
のではないかと判断いたしました。
○梅村座長

ほかの先生方、何か御意見はございますでしょうか。

どうぞ。
○山添委員

問題 は、このもの について、ス テアリン酸マ グネシウム 以外のもので 陽性結

果が出たのかどう かの、きちん とした記述が ないのです。 たまたま共 通していたも のであ
ったから、ステアリ ン酸マグネシ ウムをやっ たら一部出て きているとい うことなので すが、
これはそのような 、ほかに本当 のメイン、ポ ジティブにな るものがあ った可能性も あるの
で、そこが一つわからない点です。
もう一つは、ス テアリン酸マ グネシウムは 、我々はステ アリン酸マ グネシウムだ から炭
素18のステ アリン酸だけ しか入ってい ないと思って いるのですけ れども、実はほか の脂肪
酸も製品としては 入っているの です。そうい うところの純 度とか、そ の辺の情報が 実はな
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いということがあります。
この試験からの 結果、これら の症例から見 ただけで、ス テアリン酸 マグネシウム に本当
に抗原性があって 、こういうも のにあると判 定するには不 十分な知見 であることは 確かだ
と思うのです。だから、表現の仕方をどうするのかが微妙な気がします 。
○梅村座長

そのあたりはいかがでしょうか。

どうぞ。
○髙橋課長補佐

わかりにくい 記載がありま して申し訳あ りません。30ページの９ 行目の

「一般的なアレル ゲンに対する パッチテスト 」と記載させ ていただい た部分でござ います
が、原著を見 ますと SIDAP Aシリー ズという テストと のことで、 このテス トは、幾つ かの
抗生物質等をまと めて試験する ものとのこと ですので、不 十分であれ ば追記したい と思い
ます。
下の「ｂ.」の症例報告は、余り詳細は書かれていないように思われ ます。
以上でございます。
○梅村座長

実際 は、本当のス テアリン酸マ グネシウムだ けをパッチ したものでは ないと

いうことですか。
○髙橋課長補佐

ステアリン酸 マグネシウム のパッチテス トはしてい るのですが、 ほかの

物質の パッチ テス トをし たの かどう かと いう点 につ きまし て、 上のT am maroの 症例 は、
SIDAP Aシリー ズのテス トを実施し たと原著 に記載が ございまし て、この テストは、 複数
の抗生物質等や、いわゆるアレルゲンになりそうなものを試験するとの ことです。
ただ、下の症例報告は詳細な記載がございません。
○梅村座長

繰り 返しになって しまいますが 、それらを踏 まえて「発 症頻度として はまれ

であること」と言ってしまっていいのかどうかなのですけれどもね。
どうぞ。
○中江専門委員

山添先生がお っしゃったの は、本当にス テアリン酸 マグネシウム として

のアレルゲン性を 言っているか どうかが、こ れだとわから ないというこ とだと思うの です。
座長が懸念なさ っているよう に、「まれ」 と書いてしま うと、まれ でも起こるの で、ま
れでも起こるとい うことは、そ れが生体成分 であろうが何 であろうが アレルゲン性 がない
と言えなくなってしまうのです。
多分、その論法 をとってはま ずいと思うの で、むしろ山 添先生から 御指摘のあっ たよう
な、この２つの症 例報告をこの まま載せるの ではなしに参 考資料的な ものにして、 こうい
う報告はあるけれ どもそれがス テアリン酸マ グネシウムそ のものの特 異的なアレル ゲン性
を示しているのかどうかわからない、という論法をいつもならとるのだ と思うので す。
○梅村座長

そう なのです。そ のあたり、こ の症例報告の 確からしさ がどの程度な のかな

と森田先生に御確認をいただいたのです。
○森田専門委員

もともとのス テアリン酸マ グネシウムの 成分からし て不純物があ る。こ

れは全ての添加物がほぼそうなのですけれども、不純物がアレルゲンと いう場合も ある。
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ステアリン酸マ グネシウムが アレルゲンで あったかどう かはわから ないというの ははっ
きり言えると思う のです。ただ し、一般的に 我々が添加物 として摂取 するステアリ ン酸マ
グネシウムのパッ チテストで陽 性のものが出 たという、そ れは載せて おかないとだ めだと
思います。
だから、いつも のように「ス テアリン酸マ グネシウム自 身にアレル ゲン性がある かどう
かは確認できなかった」とか、そういう書き方だったらよろしいのでは ないでしょ うか。
○梅村座長

そうすると、参考にしたほうがいいですか。

○森田専門委員

「極めて低い と判断した」 とか、このよ うに書いて しまおうと思 うと、

参考ではこういう書き方はできないと思うのです。
○梅村座長

この まま載せてお いてですか。 載せるのはい いのですけ れども、この 形で、

「⑤ヒトにおける知見」としてそのままこの形で記載するかどうかなの です。
どうぞ。
○山添委員

１点いいですか。

今回、扱ってい るのは添加物 としての扱い ですよね。基 本的には経 口摂取ですよ ね。そ
うした場合には、 内因性のステ アリン酸マグ ネシウムと事 実上区別が できないもの になっ
てしまうわけですよね。
これは皮膚に直 接塗って、万 が一できたと しても経口で 摂取した場 合にできると 考える
か考えないか。要 するに、常在 性の栄養成分 ですよね。そ の成分のも のが経口摂取 したと
きに、それが原因 となって起き ることがある のかないのか という、適 用の方法から の判断
で、一つはこのシチュエーションと違うわけです。
それをもう少し 見る必要があ るのなかと。 そういう判断 も踏まえて 判断すればい いのか
なと思います。
○梅村座長

そう すると、中江 先生がおっし ゃったように 、いつもそ ういう場合は 、情報

としては残しておくけれども参考にしていませんでしたか。そうでもな いのですか 。
○森田専門委員

例えばパッチ テストだけで はなくて、経 口で明らか にステアリン 酸マグ

ネシウムを摂取し ていると、そ れが原因かど うかわからな いけれども 、これは経口 摂取で
最初にアレルギー が出たことに よって、結局 その原因を探 るためにパ ッチテストを して、
いろいろなパッチ テストとかプ リストとかラ ストとかをし た結果、ス テアリン酸マ グネシ
ウムで出たという ことです。な ので、本当に ステアリン酸 マグネシウ ムそのものか どうか
はわからないと思 うのですが、 この結果をも って経口では 出ないとは 言い切れない ので、
もう少し文章を簡 単にしてもら ってもいいと 思うのですが 、ヒトの知 見としてこれ は残し
ておいたほうがいい。
○梅村座長

削除 の方向では考 えていないの ですけれども 、記載方法 をこのスタイ ルでい

くかですよね。
どうぞ。
○中江専門委員

ステアリン酸 マグネシウム を摂取したわ けではなく 、抗菌剤とか サプリ
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メントを食べたと きにアレルギ ーが出てしま ったと。いろ いろやった けれども、よ くわか
らないのですが、 何でやったか は知りません が、ステアリ ン酸マグネ シウムのパッ チテス
トをやったら出てしまったということですよね。
○森田専門委員

はい。

○中江専門委員

梅村先生の２ 回目の御発言 もそうなので す。ですか ら、これはス テアリ

ン酸マグネシウム をステアリン 酸マグネシウ ムとして服用 してアレル ギーが出たわ けじゃ
ないというか、出 たのかどうか がわからない わけだから、 事実は事実 としてもちろ ん記載
すればいいですけ れども、これ をもって少な くとも経口摂 取のステア リン酸マグネ シウム
のアレルゲン性を 示している知 見であるとい うのには信頼 度が低いと いうのか、何 という
のか、そのような ことなのです 。参考情報に したらと申し 上げたのは そういう場合 いつも
そうしていたので ということで あって、別に それを参考資 料にしなけ ればいけない とは言
っていません。
いずれにしても 、そうしよう がしまいが、 最終的な結論 の出し方は 、今日の議論 に沿っ
た形に直すべきであろうと思います。
○梅村座長

「本 専門調査会と しては」の文 章に行く前に 、この記載 方法をとりあ えず片

づけてしまいたい のですけれど も、つまり、 このまま出し ておくと、 今、皆さんが お話し
したような懸念の 部分が見えて こないので、 一度参考資料 に落として おいたほうが いいの
ではないかと私は思うのですが、いかがでしょうか。
きっちり記載し てあれば、マ スクしてしま ったわけでは ないので、 ただ、情報が これか
らでは何とも言い がたい。一方 で、森田先生 がおっしゃる ように、事 実は事実なの で、記
載としては残すと いうことで、 こういうとき はちょうど参 考資料がい いのかなと思 うので
すが、いかがでしょうか。
○髙橋課長補佐

参考資料にさ せていただく 場合は、冒頭 に、先生がお っしゃったよ うに、

ステアリン酸マグ ネシウムその ものを経口摂 取した試験で はなくて、 ステアリン酸 マグネ
シウムが含有され る製剤の症例 であることか ら参考資料と する、と記 載いたしまし て、そ
の後、参考資料と して２つの症 例報告を記載 し、専門調査 会としての 御判断は書か ない、
という記載方法が 、これまで参 考資料とした 場合の記載方 法と思いま すが、よろし いでし
ょうか。
○梅村座長

それがいいような気もしますが、いかがでしょうか。よろしいですか 。

どうぞ、森田先生。
○森田専門委員

今、言われた ように参考資 料にしたら、 その判断を 逆に書かない という

ことになりますよね。
○中江専門委員
○梅村座長

それがね。

そういうことです。

○森田専門委員

そういうことでよろしいのであれば。

○中江専門委員

これがヒトの 話なので、し かもアレルギ ー性の話な ので、参考資 料にす
41

るというのは、今 、議論があっ たように、こ の論文という か症例報告 自体が明確じ ゃない
から参考資料にす るというだけ のことです。 確かにいつも は、例えば 経口投与じゃ ないか
らとか。でも、以 前に何かのプ ロモーション 作用があった ときは、２ 段階発がん性 試験で
ノーマルなプロト コルじゃない からという理 由で参考資料 にしたけれ ども、プロモ ーター
効果についてどう のこうのとい うのを付記し たこともあっ たかと思う のです。あれ は参考
資料にしたのかな 。ちょっ と忘れました が、いず れにしても 、これの場 合はヒトであ って、
かつ、アレルギー 性なので、幾 ら参考資料で あっても、そ れに対して 、心配ないの だとい
う情報を与えない といけない。 無視して何も 書かないとい うことにな ると、この参 考資料
をあなたたちはど ういう意味で 出しているの かということ になるので 。動物は違う といっ
たらあれですが、 ヒトのデータ ですから、そ こは例外的で あっても言 及するべきだ と思い
ます。
○梅村座長

そう すると、今 、ちょう ど31ペ ージの６行目 の書きぶり に話が移った と思う

のですけれども、 このあたりを 少し、簡単に 「発症頻度と してはまれ であることと 」とい
うのは、決めつ けてしまっ ているのでだ めだとしても 、何かア レルギーに関 する考え 、今、
お話しされたよう な確実性のな いところとい うか、不確実 な部分の言 葉を入れて、 調査会
としての意見を書くということですよね。
○森田専門委員

これまでです と、そのもの に関するアレ ルギーの知 見はないので 、とか

いう書き方をして いたと思いま す。知見はな いのでと書い て、参考資 料にこれをど んどん
載せてしまうと、 かえって混乱 されないです か。見たほう が心配され るとか、そう いうこ
とはないですか。
○中江専門委員

ですから、先 ほど山添先生 がおっしゃっ た２つの点 をそのまま書 いて、

さらに今、ここに 書いてある、 生体の構成成 分であるとい うことと、 その３つの理 由があ
れば、アレルゲン 性は少なくと も低いという か、問題にな らないと判 断したとして も、そ
れはいいでしょう。その３つの理由をぽんと書けば論理的であると思い ます。
○梅村座長

よろしいでしょうか。

そのあたりが一番いいかなとは思うのですけれども、どうぞ。
○髙橋課長補佐

そうしますと、31ページ の６行目から のご判断に つきましては、ま ずは、

ステアリン酸マグ ネシウムその ものの経口投 与の報告では ないという 点を記載し、 次に、
広く使用されてい る点を記載し、発症頻度が まれであると の記載は削除 し、３点目と して、
生体成分であるという点を記載するとのことでしょうか。
○中江専門委員

１番目は、子 供がステアリ ン酸マグネシ ウムを食べ たアレルギー という

事象について、こ の２つの症例 報告が、ステ アリン酸マグ ネシウムの 経口投与のア レルゲ
ン性を特異的に示すだけの十分な情報がないということです。
２つ目は、パッ チテストが経 皮投与なので 、経口投与の 場合と代謝 が違うので参 考にな
らないということ。
３つ目は、もちろん生体成分であるということです。
42

山添先生、それでよろしいですよね。
○梅村座長

よろしいですか。

○髙橋課長補佐

広く使用されているとの使用実態についてはいかがでしょうか。

○山添委員

追加であったほうがいいです。

○梅村座長

あったほうがいいのではないか。

○中江専門委員
○梅村座長

化粧品に使われている。

○中江専門委員
○梅村座長

参考資料にするということでよろしいでしょうか。

それは今、そうしましたけれども、違いましたか。

○森田専門委員
○梅村座長

化粧品と書くとまたややこしい。

ちょっと考えてみてもらって。

○髙橋課長補佐
○梅村座長

それはどちらですか。

そのように書けるのであれば。

参考 資料にしてお いて、もちろ ん参考資料に したときの 理由も書くし 、まと

めのところでもそれに対して考察を入れるということ。今の話はそうい うことです 。
○髙橋課長補佐

参考資料とし た理由につき ましては、ス テアリン酸 マグネシウム そのも

のの試験ではない という点と、 パッチテスト では、経口の アレルゲン 性については 明確に
は判断できないという点を冒頭に書かせていただくことでよろしいでし ょうか。
○梅村座長

この点について、何かほかに、今のまとめ方でよろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）

○梅村座長

それ ではまとめの 今の「（１） ステアリン酸 マグネシウ ム」に関して は、今

のようなことでよろしいでしょうか。
「（２）ステア リン酸」につ いては、塚本 先生。ちょっ と変わった のですよね。 追加さ
れたのです。32ページに赤字で入っている。
○塚本専門委員

これは前回の ディスカッシ ョンを踏まえ て追加して いただいたと ころだ

と思います。
○梅村座長

詳しく書いたということですよね。

○塚本専門委員
○梅村座長

はい。

わかりました。

このところまで 、一応、マグ ネシウム塩か ら始まって、 最後まで来 たのですが、 御質問
はございますか。
何か全体についてでもよろしいのですけれども、御意見はございます でしょうか 。
どうぞ。
○石塚専門委員

余りにも細か 過ぎる点なの ですけれども、30ページ の今のアレル ギーの

ところな のです が、筆 者が「 ｂ.」 でL ucaさ んにな ってい るので すが、 多分こ ちらが ファ
ーストネームではないかと思うので、後で確認をいただければと思いま す。
○梅村座長

ありがとうございます。
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その他、ありますか。
ないようでした ら、一応、全 ての審議が終 了しましたの で、添加物 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、添 加物専門調査 会の審議の 結果を取りま とめた
いと思います。よろしいでしょうか。
それでは、事務局から食品健康影響評価案を説明してください。
○髙橋課長補佐

評価の案につきまして、御説明させていただきます。

評価書案の 57ページの ３行目からが「（１）体 内動態」でござい ますが、これは 先ほど
御議論いただいた 体内動態のま とめと同じ文 章にしており ます。なお 、もとのまと め文の
修正をいただくと 思いますので、それに合わ せて反映して 修正してまい りたいと思い ます。
58ページが、１行目は「（２）毒性」でございま す。
２行目から４行 目の冒頭、５ 行目から６行 目の遺伝毒性 につきまし ては、本文の 内容と
同じでございます。
７行目から、先ほ ど御議論いた だいた 5%の 投与群のこと を書かせて いただいてお ります。
「NOAEL を得ること はできなかっ たが、反復 投与毒性試験 の最高用量 である 5%投 与群に
おいて毒性所見は 認められない ことに留意す べきであると 考えた」と させていただ いてお
ります。最高用量 のところは添 加物の評価指 針で示されて おりますの で、それを記 載して
ございます。
58ページ の12行目 からは、現在の案 では、先ほどのアレ ルゲンのご 判断を書いて おりま
すが、参考資料に なりましたの で、評価の項 目に記載が必 要かどうか について、後 ほど御
指示いただければと思います。
20行 目からは ステア リン酸に ついて でござい まして 、こちら は「N OAEL を得るこ とは
できなかった」とさせていただいております。
23行目か らがマグネシ ウムの毒性で ございまして、先ほ ど毒性の項 目で御説明さ せてい
ただきましたけれ ども、動 物試験では NOAELが複数の試 験において得 られておりま して、
最も低いものが瀧 澤らの試験の 雄の 37 mg/ kg 体重/日でご ざいます。 必要であれば 数字を
追記してまいりたいと思います。
これについては 、マグネ シウムのヒ トの知見の「日本人の 食事摂取基準（ 2015）」及び
IOMで設定され たUL－こ ちらは 350 m g/人/日 ですので、仮に体 重55. 1 kgといたしま すと、
6. 5 mg/ kg 体 重/日ぐらい になります－ これを上回 るものであり「マグ ネシウムの食 経験を
考慮し、添加物と しての安全性 に特段の懸念 はないと考え た」とさせ ていただいて おりま
す。この文章につ きましては、 次のページの 四角に書かせ ていただき ましたとおり 、過去
の2012年の「リン酸一水 素マグネシウ ム」の評価書のとき にも同様の 記載がござい ました
ので、それをもとに記載したということでございます。
また、マグネシウ ムのULは 、通常の食事、食品以外から の摂取量の ことでござい ますの
で、それも追記してございます。
次に、59ペー ジの２行目か ら「（３）一日摂取量 の推計等」でご ざいます。本文 のまと
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めの記載と同様に、摂取量の合計値を書いてございます。
59ページ の９行目から は、本体の まとめには なかったので すが、食 事由来の摂取 量につ
いても、本文に記載された部分から書かせていただいております。
13行目の「（４）食品 健康影響評 価」は、座長とも御相 談させてい ただい部分で ござい
ますが、ここは御議論をお願いしたいと思います。
まず、 14行目から遺伝 毒性がない ので ADIを 設定できる と、評価指針 に基づいた 考えを
記載いただいております。
16行目か らは、今ま でのまとめの 部分になり ますけれども 、ステア リン酸マグネ シウム
についてはN OAELを得 られなかった が、5%投与群におい て毒性影響は 認められなか った。
次は、マグネシウ ムを先に書い てございます 。マグネシウ ムについては 、ヒトのU Lより
動物試験のNOAELのほうが高いこと 。
次に、 ステア リン酸 でござ いますが 、N OAEL は得ら れなかっ たけれ ども食 事から 摂取
される栄養成分であり、十分な食経験があるとされております。
23行目か らは、ステ アリン酸マグ ネシウムの 反復投与試験 において 、明らかな毒 性影響
が認められなかっ たことと、添 加物由来の摂 取量と食事由 来の摂取量 を比べて、添 加物由
来の量が相当低い 量であること から、最終的には 60ページ の１行目か らございます ように、
ADIを特定する必要はないということで 、案をいただ いております 。
全体につきまして、御審議いただければと思います。
○梅村座長

ありがとうございました。

「Ⅳ．食品健康 影響評価」に ついて「（１ ）体内動態」 は、この後 、先ほど議論 してい
ただいた内容がそ のままここに 来るというこ とで、この時 点での議論 は必要ないか と思い
ます。
「（２）毒性」 ですけれども 、２段落目ま では、これも 同様に本体 のほうに出て くる文
章をそのまま写し てくるので問 題ないと思い ます。問題は 、今、事務 局からもあり ました
アレルギーの部分をどうするかというところなのですが、そのあたりは いかがです か。
どうぞ。
○山添委員

先ほど 名前が間 違ってい ると石 塚先生が 言ってく れたL ucaの原 著がこ れで、

abstractだけ i-P adに入 っていますよ ね。その英文を よく読んでい くと、実をいう と、読み
ますとmultiple anaphylactic reactions were obser ved, but only when the patient was
orally administered drugs containing m agnesium stearateと書いてあっ て、m agnesium
stearateを投 与したわけで はなくて 、m agnesium stearateを含んだ薬 を投与したと きにだ
け発症している。
だから、m agnesium stearateとは言 っていないの です。言 っているのだ けれども 、英語
のabstractを 読むと、実際のテ ストはm agnesium stearateではやっ ていないので す。だか
ら、これは特定できていないのだと思います。
○梅村座長

そう なると、この 最後の評価で 言及するかど うかという ことですか。 言及す
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る必要があるかどうかですか。
○山添委員

です から、そ れこそ参考に するのであ れば、m agnesium stearateを含 んだ薬

物を一緒に服用し たときだけ症 状が出たと報 告されている 。記載され ているという ことで
いいのではないですか。だから、特定はできていないということです。
○梅村座長

いかがでしょうか。

森田先生、いいですか。
○森田専門委員

先ほどからも 、パッチ テストは、多分、m agnesium stearateと書 いてあ

るので、経口はそれを含んだ薬剤でということ。
○梅村座長

先ほ どのスタイル で、そういう 意味から参考 資料と。経 口のほうは何 だかわ

からない。ほかのものと一緒。
○森田専門委員
○梅村座長

それを含むもので出た。パッチテストで出たのでということです 。

経皮 なのでという ところで、参 考資料に落と したという ところはよろ しいで

すね。
○山添委員

パッ チテストなの ですけれども 、そこにも何 も要旨のと ころには出て こない

のです。
○髙橋課 長補佐

参考文 献がわ かりにく く申し 訳あり ません。 T amm aroの文献 もLucaの

文献も、いずれも 、１ページ目 は検索結果の ようなものに なっており まして、２ペ ージ目
からが症例報告の 本体になって おります。今 回の評価書の 文案は、本 体になる２ペ ージ目
以降の記載からまとめさせていただいております。
○梅村座長

内容 を確認してか らになります ね。そうする と、いずれ にしても、こ こで議

論していただきた いのは、健康 影響評価のと ころで、アレ ルゲン性の 可能性につい ても言
及するかどうかなのですが、要らない。要る。
○塚本専門委員

パッチテスト のほうもm agnesium stearateを含むパ ッチテストな ので、

それのパッチテス トをやったわ けではないの で、本当に何 をやってい るかはわから ないと
思います。
○梅村座長

山添先生は先ほどそれをおっしゃった。

その辺は森田先 生、どうでし ょうね。１段 下げたのです けれども、 もう少し下げ てしま
おうかというところなのです。
○森田専門委員
○梅村座長

食品健康影響評価に書くかどうかですよね。

そうです。

○森田専門委員

アレルゲン性が、例えば低いと書くか、何も書かないか。

○髙橋課長補佐

参考資料とさ れましたので 、食品健康影 響評価の項 目ではどのよ うに扱

うかというところでございます。
○梅村座長

本体 には、一応参 考資料として は記載して、 専門調査会 としての解釈 も加え

てはいくというこ となので、そ ういう位置づ けからすると 、影響評価 のところでは 言及し
ないというのが常道ではあると思うのですけれどもね。
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○塚本専門委員

もし本当にこ れに対してア レルゲン性が あるのだっ たら、何か自 己抗体

のようなことになってしまって、生体成分に対する抗体ということです よね。
なので、こんな論文があるけれども信用ならないぐらいでいいのでは ないかと。
○梅村座長

その 意味が参考資 料という、信 用ならないと いうかあれ ですけれども ね。参

考資料という形にさせていただいたのですが、影響評価のところで言及 するかと。
参考資料に対し て、健康影響 評価で評価す るのは少し何 かおかしい という気がす るので
す。
○森田専門委員
○梅村座長

参考資料にしていたら、これまでは言及していなかったと思いま す。

よろしいですか。ほかに御意見はございますか。

もし異論がなけ れば、一応参 考資料という ところまでは 同意いただ いているので 、常道
に従って影響評価 のところでは 言及しない。 そのかわり、 本体のほう でしっかりと 調査会
の解釈を述べるということでよろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

それでは、そのような形にさせていただきます。

もう一つ、マグネ シウムの記載 で「N OAELが得られ た」とか「U Lを上回る」と いう形
だけに抑えてある のですけれど も、数字を入 れたほうがい いかどうか というあたり はどう
でしょうか。
○森田専門委員
○梅村座長

かなり上回る ということで 、入れていた だいたほうが いいと思うの です。

そのときの体重の換算はどうしましょうか。

○髙橋課長補佐

食品のリスク 評価では 55. 1 kgで割 るのですが 、食事 摂取基準では 参照体

重を用いるのかも しれませんの で、そこは栄 養の先生方の ご意見をお 伺いしたいと 存じま
す。
○梅村座長

その あたりを少し お聞きすると いう形で、こ こは数字を 入れましょう 。私も

入れたほうがいいと思います。
あとは「（３） 一日摂取量の 推計等」につ いて、これも 本体のほう からの写しに なりま
す。
最終的な健 康影響評価 で、 ADIが設定で きるけれど も特段の 毒性影響が 認められて いな
いということと、摂 取量とそれら の数字との間 に十分なマー ジがとれると いう論法で、ADI
は設定できる けれども ADIを特定 する必要 はないとい う評価とさ せていた だいたので すが、
全体についてでもよろしいのですが、コメントはございますでしょうか 。
どうぞ。
○中江専門委員

具体的な対案 があるわけで はないのであ れなのですけ れども、59ページ

の20行目か ら22行目 で、ステア リン酸のこと で「食事から 摂取される栄 養成分であ り、十
分な食経験がある」というのがわからないのです。それだけでいいので しょうか。
ちょっと気にはなりました。
それよりも、も うちょっとど う言ったらい いのでしょう か、安心で きるような言 葉がつ
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けられればいいの ですけれども 。最初に申し 上げたように 具体的な対 案があるわけ ではな
いので、失礼ですが。言わなければよかった。議事録に残ってしまう。
○梅村座長

ステ アリン酸は実 験自体が、動 物実験は条件 が悪くて肺 炎になってい たもの

ですよね。なので 、あそこから どうしようも ないのです。 それ以外に 肺炎以外に病 原性が
なかったというわ けにはいかな いので、食経 験があるとい うことは十 分大きなメリ ットで
はあるのですけれども、このような形にさせていただいたのですが、い かがでしょ うか。
どうぞ。
○山田専門委員

中江先生が言 われるのは 、これだと 何となく尻切 れとんぼみた いな、
「だ

から何な のです かとな るでし ょ」とい うこと だと思 うので すけれ ども「 NOAELを得 るこ
とができなかった が」というこ とにつなげる ことではない ので、でき なかったと言 い切っ
て、「ステアリン 酸は食事から 摂取される栄 養成分であり 、十分な食 経験がある」 という
ことは情 報では あるの で、例 えば最初 に書く とかし てN OAELの 記載と 切り離 したら いか
がでしょうか。
具体的にどこが 一番いい場所 かはわからな いのですけれ ども、離れ て見たときに 、本来
なら「N OAEL を得る ことが できな かった が」に 続ける のだった ら、食 経験が あるか ら問
題ないとか安心だ とか、そうい うことを後ろ に書かないと 「が」との 整合性がとれ ないで
す。でも、そこま で書けないの だったら、こ の文章の食経 験があると いうことは、 ここで
はないところに書くのがいいのではないでしょうか。
○梅村座長

「で きなかった」 で終わってか ら書くのでは だめですか 。ステアリン 酸及び

マグネシウム塩は食事から摂取される栄養成分であり、十分でしょうか 。
どうぞ。
○中江専門委員

今の山田先生 の話もあるの ですけれども 、結局 16行目から 22行目 までの

ものは、ステアリ ン酸マグネシ ウムがこうだ った、マグネ シウムがこ うだった、そ して最
後にステアリン酸 がこうだった と言っている だけで、いい とも悪いと も書いていな いわけ
です。
だから、今のよ うな話が入っ てくるわけで 、最後の食習 慣があると いうことだけ でいい
と言いたいのだよ ねというのが すごくにじみ 出てくる。ほ かのところ との整合性が 合わな
い。端的に毒性試験 情報の結果だ け挙げるの であれば、ステ アリン酸マ グネシウムは こう、
マグネシウムはこ う、ステアリ ン酸はできな かったでとめ てしまうの が、３つの並 びとし
て合っている。そ の上で、これ らの結果から ヒトへの毒性 が懸念され ないみたいな ことは
実を言うと書いて いないのです が、それを書 くのであれば 、その後に 書かれたらい かがで
すか。
○梅村座長

だか ら「できなか った」で終わ って、これら の物質が食 事から摂取さ れる栄

養成分で、十分な 食経験がある ことから、毒 性への懸念は ないみたい なことを書け ばいい
ということですよね。
○中江専門委員

そうです。
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○梅村座長

そうしましょう。

○森田専門委員

その場合は「 ステアリン酸 及びマグネシ ウムは」と 両方つけて、 最後の

段落の中に入れ込んだらどうですか。
○梅村座長

ありがとうございます。

それでいきましょう。
ほかにございますでしょうか。よろしいですか。
少し時間もオーバーしてしまいました。済みませんが、よろしいです か。
どうぞ。
○髙橋課 長補佐

細か いとこ ろで申 し訳あ りませ ん。今 のご議 論に関 連いた しまし て、 7

ページの品目の概 要の項目に、 ステアリン酸 とマグネシウ ムが栄養成 分である旨の 記載を
追記するかどうかにつきましては、いかがでしょうか。
○梅村座長

この 審議の途中で お話しさせて いただいたの ですけれど も、７ページ のステ

アリン酸マグネシ ウムに関する 記述の中で、 ステアリン酸 マグネシウ ムの構成成分 である
ステアリン酸とマ グネシウムが 必須栄養素で あること、体 内常在成分 であること、 食品常
在成分であること に言及したほ うがいいです か、どうです かとお聞き したのですが 、それ
はこの辺にかかっ てきてしまう ので、そうで あればここに 記載を一度 したほうがい いです
よね。そうすると、全体として整合性がとれるかもしれないですね。
○森田専門委員

ステアリン酸は余り必須栄養素という言い方はしないと思います 。

○髙橋課長補佐

申しわけありません。気をつけます。

○梅村座長

そうですね。

どうぞ。
○頭金専門委員

動態のところ でも、先ほど の議論を踏ま えると、体 内の常在成分 だとい

うことを書いておいたほうがいいと思います。
○梅村座長

どのあたりでしたか。

○頭金専門委員

ここに書いて いただければ 、動態の項目 で追加する ところの理解 が深ま

るということです。
○梅村座長

わかりました。

やはりここは言葉遣いに気をつけて記載することにいたしましょう。
ほかにございますか。よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
ただいまの審議 結果を、添加 物専門調査会 の審議結果と し、食品安 全委員会に報 告する
ことにいたします。評価書案の取りまとめは、座長に御一任いただきた いと存じま す。
また、本日の審 議を踏まえ、 評価書案に盛 り込むべきと お考えの事 項については 、事務
局に御連絡いただくようにお願いいたします。
よろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
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○梅村座長

ありがとうございます。

それでは、事務局から今後の進め方について、説明してください。
○髙橋課長補佐

御審議ありがとうございました。

先生方には、本 日の御審議を 踏まえた評価 書案ができ次 第、その御 確認をお願い いたし
まして、座長に報告、取りまとめをお願いいたします。
取りまとめをい ただいた評価 書案につきま しては、本専 門調査会の 審議結果とし て委員
会に報告をさせて いただき、了 とされました ら、ホームペ ージ等を通 じてのパブリ ックコ
メントの募集とさせていただく予定です。
いただいた御意 見等への対応 については、 座長と相談す ることとさ せていただき たいと
存じます。
○梅村座長

それ では、全般を 通じてでも結 構ですけれど も、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。
○後藤評価専門官

次回の会合 につきまして は、日程等が 決まり次第 、御連絡をさ せてい

ただきます。
よろしくお願いいたします。
○梅村座 長

それ では、 以上を もちまし て、第 153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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