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○頭金座 長

お はよう ござい ます。 それで は、定 刻とな りまし たので 、ただ いまか ら第 4

回「栄養成分関連添加物ワーキンググループ」を開催いたします。
先生方には、御 多忙中のとこ ろ、御出席い ただきまして 、まことに ありがとうご ざいま
す。
本日は、9名の専門委員に御出席いただいております。
なお、伊吹専門 委員、上西専 門委員、宇佐 見専門委員、 祖父江専門 委員、横田専 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。
瀧本専門委員は、少しおくれて来られるという連絡をいただいており ます。
それから、合田専門委員は、少し早く席を離れられるということでご ざいます。
また、食品安全委員会からも、委員の先生方が御出席です。
それで は、お 手元に 「食品 安全委 員会

栄養成 分関連 添加物 ワーキ ンググ ループ （第 4

回会合）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。
○髙橋課長補佐

まず本日の座 席でございま すが、スクリ ーンを使用 いたしますの で、通

常のワーキンググループと座席の配置が異なっておりますことを御了承 ください。
また、前回 6月 1日の ワーキンググ ループ開催 以降の人事異 動について 、御報告さ 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

おはようございます。川島でございます。

4カ月 経ちましたけ れども、ま たこれから いろいろと勉 強していきた いと思います ので、
よろしくお願いいたします。
○髙橋課長補佐

また、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

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 1-1「栄養成 分・加工助剤に 関する
リスク評価方法の確立に関する研究（平成27年度食 品健康影響評 価技術研究） 」。
資料1-2「栄養 成分に関する リスク評価 指針案（栄養成 分・加工助剤 に関するリス ク評価
方法の確立に関す る研究（平成 27年度 食品健康影響 評価技術研究 ）報告書（抜 粋 ） ） 」 。
資料 2「 栄養成 分に関 するリ スク評 価指針 案（栄 養成分 ・加工 助剤に 関する リスク 評価
方法の確立に関す る研究（平成 27年度食品 健康影響評価 技術研究）報告 書（抜粋））コメ
ント付」でございます。
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。
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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。
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。
以上でございます。
○頭金座長

提出いただきました、確認書について、相違はございませんでしょう か。
（「異議なし」と声あり）

○頭金座長

それでは、議事に入りたいと思います。

「3．議事」の「（ 1）栄養 成分関連添加 物に関する 食品健康影響 評価指針につ いて」で
す。
まず梅村専門委 員より、平 成27年 度食品健康 影響評価技術 研究として行 われた、栄養成
分・加工助剤に関 するリスク評 価方法の確立 に関する研究 の研究成果 のうち、栄養 成分関
連添加物に関する 食品健康影響 評価指針案に 関する部分を 御発表いた だき、その後 、ワー
キンググループとして議論したいと思います。
それでは、梅村専門委員、よろしくお願いいたします。
○梅村専門委員

それでは、平成 27年度の食 品健康影響評 価技術研究 として行われ ました、

栄養成分・加工助 剤に関するリ スク評価方法 の確立に関す る研究のう ち、栄養成分 に絞っ
て、その成果について、お話させていただきたいと思います。
（PP）
研究期間 は、平 成27年度の 1年間で、 その目 的は、 栄養成分 につい て、我 が国に適 した
リスク評価手法の開発に資する指針案を提示するということで、研究を 始めました 。
研究体 制とし ては、 ここに お示し します 、私を 含めて 7人のそ れぞれ の専門 の先生 に班
員となっ ていた だき、 分担と しては 、この ような 形で、 1年間の 研究を まとめ ていた だき
ました。
（PP）
栄養成分に関す る指針案です が、まず初め に、現在、添 加物の評価 というのは、 添加物
に関する食 品健康影 響評価指 針（ 2010年5月食品 安全委員 会）に基 づき実施 している ので
すけれども、ビタ ミン、ミネラ ル等の栄養成 分については 、国際的に は添加物と分 類され
ていない場合があ るとか、幾つ かの特殊性が あり、通常の 添加物と異 なる考え方が 必要で
はないかというこ とで、実際、 今、紹介しま した、添加物 の食品健康 影響評価指針 の中に
も、一部、栄養成 分について言 及されている 部分があるの ですが、そ の部分をもう 少し具
体的に、より詳細にまとめて、指針案をつくろうということになりまし た。
（PP）
栄養成分の通常 の添加物と異 なる点をここ に列挙してみ たわけです が、例えば生 物学的
な特殊性として、 栄養成分の場 合は、ヒトと 実験動物で吸 収性などが 異なる場合が 非常に
ある。あるいは乳児、小児、高齢者等の特定の集団を考慮する必要があ る。
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さらには有害影 響や摂取量の 評価に関して も、生理的な 変化と有害 影響とを峻別 しなけ
ればいけないとか 、栄養成分で すから、添加 物以外に食品 等から摂取 する量も考慮 しなけ
ればならないとか 、食品摂取基 準等の基準値 との関係、つ まり既に食 事摂取基準の 側から
の推奨量とか、目 安量が出てい る中での評価 をどのような 形でしてい くのか。ある いは耐
容上限量が設定さ れているとき の栄養素の場 合で、リスク 評価から出 てくる無毒性 量との
関係をどうするか という、その ような問題が あるのではな いかと考え て、これらの 問題点
に起因するであろうと思われる個別の問題について、整理していきまし た。
（PP）
まず最 初に、 今回、 評価対 象とす る栄養 成分に ついて 、ここ で 1つ提 案させ ていた だい
たのですが、本指 針案は、添加 物として用い られる栄養成 分のうち、 生物学的に必 須であ
ることが立証され ているビタミ ン、ミネラル 等とその関連 物質の評価 に適用する。 対象と
なる具体的なビタ ミン、ミネラ ルとその関連 物質は、厚生 労働省によ り策定された 、日本
人の食事摂取基準 に準じるとさ せていただき ました。どこ まで対象にす るかというこ とも、
議論の 1つ にはな るわけ ですけ れども 、今回 の研究 班では 、この ような 形で対 象物質 を指
定させていただきました。
（PP）
各論的にいろい ろな問題点、 最初のスライ ドでお示しし た問題点に 関連した部分 につい
ての問題点と、そ れに対する研 究班での回答 といいますか 、提案をこ れから少しお 話させ
ていただきます。
食品健康影響評 価は、基本的 に摂取量、臨 床試験、疫学 研究、症例 報告等のヒト におけ
る知見を踏まえて 、総合的に評 価されること が望ましいで あろう。そ れは先ほど御 説明し
ました、ヒトと実 験動物との違 いなどを考慮 すると、どう してもヒト における知見 を踏ま
えて行うべきであろうという結論になりました。
ここでは ADIと いう言葉 を使わせ ていただ いてい ますけれ ども、 ADIの設 定は、ヒ トに
おけ る知 見に より 求 めら れる LOAEL 又はN OAELを 根拠 に 評価 され るの が適 切 であ ろう
と、まとめさせていただいております。
（PP）
ヒトにおけるデ ータを中心に 見ていくこと になりますと 、ヒトにお ける有害影響 をどの
ように考えるかと いうことで、ここに 書いてある のは、WHOから 提唱されてい る7つの項
目をそのまま和訳 する形で、こ こに載せさせ ていただいて いますが、 栄養成分の摂 取によ
る生理的 な変化 と有害 影響を 判断す る必要 がある という ことで 、以下 の 7つの 影響を 分類
して考えていく。
このう ち「 3」 過剰に よる有 害影響 の可能 性を示 すバイ オマー カーに よって あらわ され
る恒常性の範 囲外の生化 学的変化、 これ以上 の変化を ADI設定 のための有 害影響とす る。
つまり「 3」の下 になる こと、 こちら にいく と、ど んどん 重症度 が増し ていき ますの で、
「3」以上 のもの を有害 影響と しよう 。ただ し、恒 常性の 範囲外 である が、続 発性が 不明
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な生化学的変化、つま り「2」に 当たります けれども、十分な 情報がある 場合は「 2」も有
害影響とできるとさせていただきました。
（PP）
ヒトから得られ たデータとい いますか、幾 つもの種類の 異なる実験が 入手できた場 合に、
それらの知見をど のように整理 して考えてい くかというこ とで、ここ では、それぞ れの知
見の科学的水準を 評価するとい う形で、エビ デンステーブ ルというも のを作成して 、検討
するということを提案させていただきました。
その際にも、研究 デザインや結 果の記述内 容といった、科 学論文とし ての質のみな らず、
人種や民族、地域 などの有害影 響の性質に影 響を与える要 因がバイア スとなるよう な可能
性についても、十分留意する必要があると追記させていただきました。
（PP）
また、ヒトのデ ータの中では 、往々にして 、有害影響が 認められて いないデータ が多く
存在します。その ような場合 にどうするか ということで 、ヒトにお ける知見では 、N OAEL
等が設定できない 場合、つまり 実験の中で、 データの中で 、有害影響 が特定されな いよう
な場合には、ここ でいいますと 、highest observed intake、HOIと訳 させていただ きまし
たけれども、これを検討しようと。
基本的には、健康な集 団を対象にし た投与量又は 観察された 摂取量の上位 1％ 又は 5％を
HOIとして用いようと、提案させていただいてお ります。
ただ、 ヒトに おける 知見に おいて 、N OAEL等 が設定 できな い場合 、HOIと 実験動 物の
データを合わせて検討するという形で、HOIの利 用を提案さ せていただい ております。
（PP）
ADIを設 定するとき に、ヒトに おける知 見を踏まえ て、総合 的に評価を 行うのです けれ
ども、その際、知 見の背景要因 や研究の質の ばらつき等を 考慮して、 メタアナリシ スから
得られた知見を重 視して、知見 の科学的水準 を踏まえ、安 全係数を考 える場合は、 そのよ
うなことを考えながら、適切な安全係数を適用しようと提案させていた だいており ます。
（PP）
こちらは、摂取 量のほうの問 題ですけれど も、推計に当 たっては、 摂取量の推計 値が過
小にならないよう に留意すると いうのは、こ れまでの普通 の添加物と も同様なのか もしれ
ないのですが、原 則として、そ の使用対象食 品の喫食量に 添加物の使 用量を乗じて 求める
摂取量と、バック グラウンドと して食品等か ら摂取量を合 わせて推計 することを基 本にさ
せていただきました。
食品の 1日摂取量は 、国民健康・栄養調査の 食品群別摂取 量又はその 他の資料等に より、
適切に推定しよう。また、マーケ ットバスケッ ト調査や生産 量統計をも とにした調査 など、
信頼できる手法について得られたデータも、採用が可能であるとさせて いただきま した。
（PP）
そのほか、前段 でお話した集 団による考慮 、乳児や小児 、妊婦や高 齢者等の集団 を考慮
5

する必要があるの ではないかと いうところで は、ヒトでの 集団におけ る知見を重視 するけ
れども、特別なエ ビデンスがな い場合は、実 験動物の知見 を用いて、 それらの集団 におけ
る差異を検討する という文言に とどめさせて いただいてお ります。こ のあたりは、 多くの
議論が必要な場所かもしれません。
以上でございます。
○頭金座長

梅村先生、ありがとうございました。

本日のワーキン ググループは 、主に各専門 委員から幅広 く御意見を いただくこと といた
しまして、意見の集約につきましては、後日以降に行いたいと思ってお ります。
専門委員の先生 方におかれま しては、会議 時間が限られ ていますの で、できるだ け簡潔
な御説明をいただ きまして、議 事進行に御協 力いただけれ ばと思いま すので、よろ しくお
願いいたします。
それでは 、まず 事務局 より、資 料 2の「 第1

はじ めに」 及び「第 2

定義 」につい て、

説明をしてください。
○後藤評価専門官

ありがとうございます。

資料2を御覧ください。
事前に座長と御 相談をさせて いただきまし て、本日、特 に御議論を いただきたい 点に絞
って、御説明をさせていただきます。
「第1

はじめに」は、1ページの7行目からのところでございます 。

21行目の 下の四角囲み で、事務局からの問 いかけとして、この 項目で、例えば栄 養学と
毒性学における違 い等について 、追記するこ とも考えられ ますが、い かがでしょう かとい
うことを先生方に伺いました。
2ページのところで、いろいろな御意見をいただいてござい ます。
「第2

定義」まで を含めまして 、特に御意 見をいただき たい項目は 、以上になり ます。

よろしくお願いいたします。
○頭金座長

ありがとうございました。

本日、 審議時 間が 2時 間と時 間が限 られて おりま すので 、まず 特に御 議論を してい ただ
きたいポイントを、事前に事務局と私で相談させていただきまして、絞 っておりま す。
それ以外につきま しては、次回 以降に御議論 いただくとい う形で、本 日は進めさせ ていた
だきたいと思います。
まず「第 1

は じめに 」につきまし て、ただ いま事務局か ら説明があ りましたけれ ども、

1ペ ージ目の 21行目、栄 養学と 毒性学に おける 違い等 について という ことで ございま す。
毒性学と栄養学の 考え方の違い 等について、 追記すること も一案と考 えられますが 、いか
がでしょうか。この点について、まず御議論していただきたいと考えて おります。
何人かの先生か ら御意見をい ただいており ますので、順 次、御説明 いただければ と思っ
ております。
まず瀧本先生から御意見をいただいているので、御説明をいただけれ ばと思いま す。
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○瀧本専門委員

ありがとうございます。

私からのコメン トとしまして は、栄養学に 関する実験と いうのは、 そもそも有害 事象を
見つけるためとい うよりは、栄 養素のベネフ ィットを評価 するために 行った実験も 多いと
考えられますので 、そういった 試験から、有 害事象を評価 しなければ いけないとい う特殊
なこともあるかと 思いましたの で、そこ は、別途 、議論する 必要がある と考えており ます。
以上です。
○頭金座長

ありがとうございます。

伊吹先生は、きょう、御欠席ですか。これは事務局から説明していた だけますか 。
○後藤評価専門官

ありがとうございます。

本日、御欠席の専門委員の箇所を御紹介させていただきます。
2ペー ジの上から 2番目 の伊吹専門委 員です。栄養素の評価 において 、毒性学的な 考え方
を完全に 当ては められ ないこ とは、 重要な ことと 思いま すので 「第 1

はじめ に」に 簡単

に記載することは、一案と思いますという御意見をいただいております 。
○頭金座長

次に石見先生から御意見をいただいておりますので、お願いいたしま す。

○石見専門委員

私も栄養学と 毒性学的な考 え方というの は、異なる 点が多々あり ますの

で、それについて説明することは重要かと思います。
それから、国際 的な視野にお いても、どの ように評価が 行われてい るかという視 点も入
れてはいかがかと考えております。
○頭金座長

ありがとうございます。

次の祖父江専門委員も、きょう、御欠席ですね。事務局から説明をお 願いいたし ます。
○後藤評価専門官

ありがとうございます。

祖父江先生から は、最近のが ん検診の評価 にかかわる論 文をいただ きました。本 日、配
布はして おりま せんで 、タブ レットの ほうに 入れて ござい ますが 、そこ のF igure1と いう
ところで、横軸が 検診の頻度、 縦軸が価値を 表していて、 利益は検診 の頻度を高め ると上
がるが、あるとこ ろで飽和する のに対して、 不利益とか、 費用は、検 診の頻度を高 めると
単調に増加し 、その差をと った価値は 、optim alなとこ ろでhigh valueになるという もので
す。
検診の頻度を濃 度に置きかえ ると、栄養成 分における量 反応関係に相 当すると思い ます。
何が言いたいかというと、栄養成分のリスクだけ見ていてよいかという ことです。
そういうコメントをいただいております。
○頭金座長

ありがとうございます。

それでは、次に柴田先生からお願いいたします。
○柴田専門委員

私がここで言 いたいのは、 栄養素の場合 は、極端に バランスが悪 くなる

と、影響が出る場 合もあるし、 一方において ある栄養素が 欠乏してい ても他の栄養 素を補
足することで、欠 乏している栄 養素の代謝回 転が上がり一 時的に欠乏 状態が消され てしま
うことがあるとい うことです。 ここに私が知 っている具体 的な事例な どを書きまし た。実
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験のメソッドのと ころで、そう いうところ、 例えば、動物 実験の場合 は餌の組成を 見なく
てはいけないとい うことと、ヒ トの疫学実験 では、ほとん どないので すけれども、 栄養素
のレベルで何を食 べているかと いうデータも しっかり見な いと、判断 できないので はない
かということを、ここで言いたいのです。
○頭金座長

ありがとうございました。

栄養学と毒性学 の違いについ て、追記する ということに つきまして 、御意見をい ただい
た先生方 からは 、おお むね考 え方の 違いに ついて 「第 1

はじめ に」に 入れる べきで はな

いかという御意見 が多かったか と思います。 その他の先生 方から、こ の点につきま して、
御意見、コメントがありましたら、お願いしたいと思います。よろしい でしょうか 。
ここにつきまし ては、毒性学 と栄養学の違 いについて、 先生方の御 意見を参考に して、
追記をするということで、よろしいでしょうか。
それでは事務局案を作成していただけますか。
○後藤評価専門官

事務局でま た整理をさせ ていただきま して、次回 以降に、準備 をさせ

ていただきたいと思っております。
○頭金座長

ありがとうございました。

それでは、
次の議論していただきたい点について、事務局から説明をお願いいた します。
○後藤評価専門官

ありがとうございます。

10ページ を御覧くださ い。3行目の「第 4

安全性 に係る知見 」という 箇所でござい ます。

本項目は、3か所に分かれ ておりまして「 2

動物 における有害 影響の知見」がご ざいま

す。これが11ページの3行目に出てまいり ます。
一番下の四角囲 みで、事務局 から問いかけ といたしまし て、栄養成 分は一般的に ヒトの
知見が比較的多い ということで 、ヒトの知見 を動物試験よ りも優先的 に評価したほ うがい
いのではな いかと いう考 え方もあ る中、 12ペ ージの 上の 2行目 ですけ れども 、動物試 験に
関して、全ての 試験が必要 かどうか、省略、追 加すべき試験 がないかど うかというこ とを、
先生方に伺いました。
また、12ページの2行目「3

ヒトにおける有害影響の知見」でございます。

少し飛ば せてい ただき まして、 19ページの 5行目の 下の四角 囲みで す。事 務局から の問
いかけとして、梅 村班の報告 書にあります 、HOIの設定の 仕方について 、健康な集 団を対
象に した 投与 量又 は観 察さ れた 摂取 量の 上位 1％又 は 5％を HOIと して 用い ると いう 方針
につきまして、本ワーキンググループとしての考え方を伺いました。
以上になります。よろしくお願いいたします。
○頭金座長

ありがとうございました。

次に10ページの「第4
「第 4

安全性に係る知見」に飛びたいと思います。

安全 性に係る 知見」 の中でも 、11ページの 3行 目から始 まりま す「 2

ける有害影響の知見」でございます。
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動物 にお

10行目か ら事務局より ということが 書いてござい ますけれども 、12ページにかけ まして、
動物試験に関して の必要性につ いて、事務局 からの問いか けがござい ます。これに つきま
しても、先生方から御意見をいただいております。
まず上西先生か らですが、上西 先生は御欠 席ですので、事 務局から説 明をしてくだ さい。
○後藤評価専門官

ありがとうございます。

上西先生からは 、基本的には ヒトの知見が あれば、動物 試験は不要 かと思います が、妊
娠期など、特殊な 状況に関して は、ヒトの知 見がない場合 も多く、そ の場合は必要 になる
と思います。
また、試験の追 加や省略につ いては、例え ばノックアウ ト動物を用 いた試験は、 注意が
必要かと思いますという御意見をいただいてございます。
次の伊吹先生も 本日御欠席で いらっしゃい ますので、御 紹介をさせ ていただきま す。ヒ
トの知見がある場 合、有害作用 メカニズムを 推定したり、 使用したバ イオマーカー の妥当
性を示すのに、動 物実験のデー タが有用と考 えられます。 その場合は 、それらに利 用され
る試験が示される 必要がありま すが、当該指 針に記載され ている全て の試験を示す 必要は
ないのではと考えます。
なお、試験の追 加や省略につ いては、栄養 成分と有害影 響の種類に よって異なる と思い
ますという御意見をいただいてございます。
○頭金座長

ありがとうございます。

それでは、髙須 先生からもコ メントをいた だいておりま すけれども 、御説明をよ ろしく
お願いいたします。
○髙須専門委員

私としては、 動物試験のデ ータというの は、ヒトの 知見があるに せよ、

ハザードの特定や 悪影響の可能 性とか、例え ば過剰量の投 与時の影響 とか、そうい ったこ
との推察にも有用 ですし、バイ オマーカー等 の妥当性を検 討する上で も必要である と思い
ますので、原則と しては、現行 の指針に準じ た試験になる かと思いま す。個別の試 験にな
ると、あるかもし れませんが、 原則的には、 動物の試験は 、現行の指 針に準じた試 験がよ
ろしいかと考えます。
○頭金座長

ありがとうございました。

それ以外の先生 方から、動物 試験の必要性 、ヒトでデー タがあると きに、動物試 験をど
こまで要求するかということにつきまして、御意見がありましたら、お 願いいたし ます。
松井先生、どうぞ。
○松井専門委員

動物試験の必 要性ですけれ ども、今まで 専門委員の 先生方からコ メント

がありましたが、 基本的に定性 的な情報とし ては、非常に 有効ですが 数値について は、動
物試験のデータをそのまま使うことは、難しいのではないかと感じてお ります。
もう一点ですが 、先ほどサブ グループにお ける評価とい うところで 、梅村先生か ら御説
明がありましたが 、髙須先生も お書きになっ ていますけれ ども、例え ば妊娠期とか 、乳児
期とか、そういう 時期の栄養素 の過剰による 問題というの は、余りヒ トではデータ が出て
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こない場合があり ますので、動 物試験ではそ ういう情報が 出ているの か、出ていな いのか
ということを確認しておくことが必要になる場合があると思います。
○頭金座長

ありがとうございます。

そのほか、いかがでしょうか。
○吉田専門委員

私が申し上げ ようと思った ことは、今、 松井先生が 全部おっしゃ いまし

たので、特に追加はございません。
○頭金座長

ありがとうございます。

松井先生からの 御説明もあり ましたように 、定性的な部 分やメカニ ズムの解明と か、あ
るいはヒトでのデ ータがないよ うなサブグル ープでの定性 的な評価の ときに、動物 試験が
必要になるだろう という御意見 だと思います けれども、基 本的にはそ ういう考えで よろし
いでしょうか。
どうぞ。
○梅村専門委員

基本的には賛 成なのですけ れども、指針 としてどう いうふうに書 いてい

くかとなると、ヒ トの知見でサ ブグループへ の影響が示唆 されたとき に必要とする のか、
最初からそのこと を要求してい くのかという ところは、ま たいろいろ 問題がありま す。つ
まり評価指針、通 常の添加物と 同じようにし てしまうと、 いろいろな 種類の試験が 必要に
なってきてしまう ということで 、そこまで必 要なのかとい う話なのだ ろうと思うの ですけ
れども、一体、サ ブグループに 特化したよう な特殊な試験 を必ず要求 するのかどう かとい
うところです。そ れは今後の議 論なのかもし れないですけ れども、そ のあたりは、 詰めて
おかないと、今度 、申請する側 に、わかりや すい書き方に しておかな いとならない と思い
ます。
○頭金座長

ありがとうございます。

確かに上西専門 委員の御意見 にもありまし たように、妊 娠期の特殊 な条件に関し ては、
基本的にはデータ がないと思い ます。そうい う場合には、 必ず動物試 験を、例えば 発生毒
性試験を課すのか ということで す。また、い わゆる発生毒 性試験も非 常に多岐にわ たりま
す。それをどこま で課すのかに ついて、具体 的なところを 指針に盛り 込む必要があ るので
はないかということです。
○梅村専門委員

それを盛り込 む必要がある のかどうか、 どうなので すか。どのあ たりま

で踏み込むかということです。
○頭金座長

どこまで具体的に指針で書けるかということです。

いかがでしょう か。何か 御意見があり ましたら 、お願いいた します。 細かいとこ ろは、
次回以降で御議論 いただければ と思っており ます。指針で すので、申請 する側からす れば、
その点をどこまで 必要かについ て、具体的に 書いてもらっ たほうがや りやすいとい うとこ
ろはあるのですけ れども、ただ 、具体的に書 き過ぎると、 一律的にな り、リスク評 価にと
って支障は出ないのかかどうかというところが懸念されます。
この点につきま しては、次回 以降、御議論 いただければ と思います 。それ以外に 、動物
10

試験の必要性につ いて御意見が ありましたら 、お願いした いと思いま す。吉田先生 、どう
ぞ。
○吉田専門委員

今、気づいた のですけれど も、栄養系の 動物実験と いうのは、ほ とんど

が成長期の動物を 使っています ので、ある意 味、吸収率が 非常に高い 時期であると か、ヒ
トでいえば、結局 、子供や思春 期の人が対象 になっている ような研究 がほとんどで 、成熟
動物を使っている 研究というの は、余りない と思います。 ですので、 動物実験を使 われる
ときに、そのあたりを留意しておかれるほうがいいのではないかという 気がいたし ます。
○頭金座長

この 指針にもあっ たかと思うの ですけれども 、吸収性の 違いに種差が 見られ

る場合が多いとい うことも書か れております 。動物実験の 結果を見る 場合も、その ような
点にも留意する必要があるという御意見だと思います。
それにつきまし ては、いかが でしょうか。 何か御意見が ありました ら、お願いい たしま
す。
そのような点を 指針の中にど のぐらい書き 込むかという ことです。 今後、検討す る項目
の中に入れていきたいと思います。
動物試験の必要性につきまして、そのほか、いかがでしょうか。よろ しいでしょ うか。
それでは 、次の 点なの ですが、 ちょっ と飛び まして、 19ペ ージで す。こ れは「 3

ヒト

における有害影響 の知見」の中 の最後のほう なのですけれ ども、先ほ ど梅村先生か ら、今
回、新し い指標 の 1つと して 、HOIとい うもの を考 え方に すると いう御 説明が あった わけ
ですが、HOIの設 定につきま して、観 察された摂取 量の上位 1％又 は5％とする方針 でよい
かどうかということなのですけれども、幾つかコメントをいただいてお ります。
柴田先生からよ いと思います ということな のですけれど も、追加で 御説明いただ ければ
と思います。
○柴田専門委員
○頭金座長

これぐらいしかないのではないかという気持ちです。

上西 先生からも、 よいと思いま すということ ですね。こ れ以外の意見 は、上

西先生からきていますか。これだけですか。
○後藤評価専門官
○頭金座長

これだけです。

わかりました。

どうぞ。
○合田専門委員
○頭金座長

1％、5％は、どういうときに、どう区別するの ですか。

梅村先生、説明していただいてもいいですか。

髙須先生、HOIの1％と5％ の違いの意味 、意図という のは、ご説 明いただけま すか。
○髙須専 門委員

たし かもと とする 知見の 規模と か、そ ういっ たもの で、た しか 1に する

か、5にするかということだったと思います。
すみません。私より松井先生のほうが、お詳しいかもしれません。
○頭金座長

松井先生、お願いします。

○松井専門委員

基本的に HOIを調 べる場合 、平成 22年、23年の 国民健康・栄養調査 には、
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各パーセンタイル が載っていま す。そこ では、99パーセン タイルから 載っていたと 思いま
すけれども、こうい う健康調査の 問題点とい たしまして、実 際の分布よ りもかなり広 がる。
特に高いほうにテ ーリングして いくような、 問題点がある ということ が、海外でも 指摘さ
れております。そこで、本来 でしたら、一番 高いパーセン タイル、 99パーセンタイ ルを採
用すればいいのか もしれません けれども、分 布の問題点が ございます ので、もうち ょっと
低目のところに設 定しておいた ほうが、問題 が少ないこと も想定でき るので、この 数字が
出てきたと、私は記憶しております。
○頭金座長

ありがとうございます。

これはい わゆる上 位 1％で、 99パ ーセンタ イルでと るか、 95パー センタイ ルでとる かと
いうことなのです けれども、松 井先生から御 説明があった ように、大 量に摂取する 人がご
く一部にいるということですね。
○松井専門委員

ある日の摂取 量ですので、 その摂取量を ずっととり 続けているわ けでは

ないという危惧が ございますの で、それを加味して、99か 95で切った ほうがよろし いので
はないかというこ とです。ただ 、こういうデ ータは、ほと んどないで すから、先ほ ど申し
ましたように、国民 健康・栄養調 査に依存せざ るを得ないと ころがかな りあると思い ます。
○合田専門委員
○頭金座長

普通のときは、95でとるということですね。

国民 健康・栄養調査の ときには、95パーセン タイルをとる ということで すか。

○松井専門委員

実際はパーセ ンタイル値の 分布を見るこ とになると 思います。ま ずデー

タで分布を見る。 その分布を見 ながら、どち らにしようか ということ を決めていく ことに
なると思います。
○頭金座長

ケー ス・バイ・ケースで、99パーセ ンタイルか 、95パーセンタ イルか 、変え

ているということですか。
○松井専門委員

そのとおりで す。何パーセ ンタイルにす るかという のは、基本的 には栄

養素の摂取状況の パターンに応 じて、決めて いくことにな るのではな いかと思いま す。で
すから、99％をとる場合 もあるかもし れないけれど も、分布を見 て、95パーセンタ イルを
とったほうが、安 全だろうとい う場合がある ということで 、この数字 を選ばせてい ただい
たと思います。
○頭金座長

どち らか一律に、99パーセンタ イルか、95パ ーセンタイ ルかは決めな いとい

うことでよろしいのですか。
○松井専門委員

栄養素の摂取の分布を見て、判断することになると思います。

○梅村専門委員

HOIなので 、有害影響が 出ていない集 団データなの で、99という 話も最

初はあったのです けれども、松 井先生が御説 明されたよう に、分布が いびつな場合 の例を
残しておこうとい うことで、95であ る場合もあ ることにした ということで す。どこ のもの
をもって、いびつと考えるか等の具体的な話はしていません。
○松井専門委員
○頭金座長

そのとおりでその辺の議論はしておりません。

どうぞ。
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○関野評価第一課 長

実際の評 価の中では、 当然実データ を見ての判 断ということ で、ま

さに、今、議論さ れているよう に、分布の程 度といいまし ょうか、状 態を見て、ど ちらが
妥当かという議論 を経て、99パ ーセンタイル なのか、95パ ーセンタイ ルなのかを選 択する
ことになると考え ます。それよ り低いところ は、これまで の経験でも とったことが ないと
いうことを 踏まえ て、妥当 なところ は、今 、指針案 に記載 されてい る95か99のとこ ろで、
あとは、適宜個別 に、まさにど ちらがそのと きどきの評価 対象物質を 考える上で、 あるい
は入手できたデー タの範囲内で 判断するに妥 当かといった ところで、 決めていくこ とにな
りますのでここでは自由度を持たせているのではないかと思います。
○頭金座長

ありがとうございます。

そのほかにございますか。石見先生、どうぞ。
○石見専 門委 員

こ の評価 書は、 恐らく WHOから出 ている 栄養素 の許 容上限 量の決 め方

が基本になってい ると思うの ですけれども 、今、見てい ますが、そ の中に、実際 にHOIと
いう指標が出てこ ないので、WHOのどこかで、HOIという ものが定義 されていると 思うの
です。その出典が 、今、わか らなかったの で、そもそも HOIというのは 、どういう ときに
使うのかとか、も う少し詳しい 説明が必要だ と思います。 今まで私た ちはいろいろ 評価し
てきましたけれど も、HOIという 指標を使うの は、恐らく 初めてだと思 いますので 、慎重
にならなければい けませんし、 国際的にはど ういうふうに 使われてい るのかという ところ
も、見ておかなければいけないと思います。
また、実際に上位 1％、 5％とすると いうところも、栄養 素によって かなり違うと 思いま
すので、実際に評 価するときは 、データをよ く吟味してか ら、決定す る必要がある と思い
ます。
以上です。
○頭金座長

ありがとうございます。

今回、 HOIの考え を導入 した経 緯という のは、 19ペ ージの 2行目に 書いてあ るよう に、
ヒトにお ける知 見から NOAELが設 定でき れば、 HOIは用 いない という のが、 基本的 な考
え方として記載されております。
○石見専門委員

これがどこか らきたかとい う、出典をは っきりする べきだと考え ており

ます。
○頭金座長

松井先生、何かございますか。

○松井専門委員

WHOの指針 では、HOIを使うこと もあるという ことは、明記され ており

ます。
ただ、HOIを使う ときは、私も 前に書いたか もしれませ んけれども、 最終手段で す。基
本的にはN OAELを考え る。N OAELがとれない 場合でかつ 、ADI等を決めた い場合は 、何
らかのデータがな いと決めら れないので、 最終手段とし てHOIを使いま しょうとい う意味
合いです。
英文の20ページに書いてあるということです。
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○頭金座長

タブレットの文献集ですか。

○瀧本専 門委 員

そ うです 。タブ レット のWHO栄養 素の上 限量の 決め 方（英 文）と いう

ものです。
○頭金座長

文献1ですね。

○瀧本専門委員

文献1です。

20ページのApplicability of the Model、 2段落目の ところに書い てあります。
○頭金座長

20ページのapplicability of the Modelというところ ですね

○瀧本専門委員
○頭金座長

どうぞ。

○石見専門委員
○頭金座長

はい。

一般的ではないので、説明をしたほうがいいと思います。

どうぞ。

○松井専門委員

先ほど石見先 生からお話が ありました、 実際、どう いうものに使 われて

いるのかという具 体例を申し上 げたら 、一番わかり やすいかと思 います 。IOMの粉 乳中の
セレン含量の評価 に使われてい た例がござい ます。これはアメ リカの 13州にわたる 母乳の
セレン含 量を調 べまし て、測 定値の最 大の量 を、こ の試験 ではN OAEL と言っ ていま すけ
れども、実質的に は私たちが言 っている HOIです 。それをも とに、UL を定めたとい う例が
ございます。です から、今回、 初めてこのよ うなことが出 てきたわけ ではございま せん。
かつてそういうデータを用いまして、評価に使われていたことはござい ます。
○石見専門委員

わかりました 。余りポピュ ラーではない というとこ ろで、わかり やすく

説明したほうがいいと思いますので、お願いいたします。
○頭金座長

どうぞ。

○吉田専門委員

HOIの考え方とし て、観察された 摂取量の 95パーセン タイル、99パーセ

ンタイルというこ とになってし まうと、国民 健康・栄養調 査の対象に なっているも のしか
使えないというこ とになってし まう。今、松 井先生が言わ れたものは 、そういうも のでは
なくて、非常に限 られた例の中 で、アメリカ のほうで採用 されたとい うことなので 、この
あたりは、どうい うふうにやる のか。つまり 公的機関なり が大規模に 調査をされて 、大き
な集団の中で、摂 取量がちゃん と記載されて いるようなも ののみを対 象にするのか 、ある
いは限られた集団 でも、幾 つか摂取量の 報告があって 、その中 で、値の 高いものがあ って、
しかも、書いてあ るかどうかわ かりませんけ れども、この 集団に健康 上の異常は認 められ
ないという記載があれば、それは採用していくのか、そのあたりです。
マンガンの上限 値、食事摂取 基準ですけれ ども、これは アメリカの ベジタリアン の摂取
量を採用しており ますので、か なり特殊な集 団です。ベジ タリアンは 、植物が供給 源にな
っているような栄 養素について は、かなり摂 取量が高いの で、上限値 の設定には使 いやす
い集団で、今のと ころ、マンガ ンしか使って おりませんけ れども、モ リブデンにも 使える
のではないかとい うことも考え ておるのです が、そういう 特殊な集団 に対しての調 査があ
ったとき、それをどう扱われるのかということ。
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実際に そうい うケース があっ たとき のこと だと思 います けれども 、 99パー センタイ ル、
95パーセン タイルにこだ わってしまう と、使えるデータは ほとんどな いということ だろう
と思います。その あたりは、ケ ース・バイ・ ケースにされ ておかれた ほうがいいと 思いま
す。
○頭金座長

ありがとうございます。

95パーセ ンタイル、99パーセンタイ ルというのは、分布 がわかると いう前提で書 かれて
いるわけ ですが 、実際 に分布 はわか らない 場合も ありま す。デ ータと しては 、 1ポイ ント
というか 、 2ポイ ントぐ らいし かない けれど も、そ れで毒 性が出 なかっ たとい うよう な場
合、HOIを根拠にし ていいかどう かという御意 見だと思う のですけれど も、いかが でしょ
うか。
どうぞ。
○松井専門委員

当然さまざ まなデータを 集めて、最終 的にHOIを決め ていくとい うこと

ですので、今、吉田先生からお話があった、数が少ない調査の報告も有 効だと感じ ます。
ただ、先ほど申しまし たように、またセレ ンの話に戻り ますけれど も、アメリカの 13州
の母乳を調 べて、 一番高 いところ をN OAELと したと いうもの が、 IOMの判 断ですが 、食
品安全委員会では 、n=1だという 議論がありま して、それはN OAELに は使わないと いう判
断をしていたと思 います。です から、その場 合も、ある程 度分布を考 えながら決め ていく
必要があるのではないかと感じます。
○頭金座長

ほかにいかがでしょうか。

そうすると、分布がは っきりわかっ ている場合は、99パーセ ンタイル又は 95パー センタ
イルという記述で いいわけです けれども、今の松井先生 の御意見は 、1例だけという のは、
とりにく いとい うこと だと思 います 。例え ば 3点あ った場 合、そ こら辺 は、ど こまで 書き
込むかということになると思います。
○松井専 門委員

それ を基準 にした ら、よ ろしい のでは ないで しょう か。あ る集団 の 5％

なり、 1％の ところ の数字 を使う。 例えば 20例 の場合 でも、上 からず っと並 べていっ て、
トップの値は使わ ない。 1％、 5％の値 を使うという 形でよろしい のではないで し ょ う か 。
もう一 度、確 認しま すけれ ども、 HOIとい うのは 、最終 手段で 、ほか でN OAELな どが
決めようがな かった場合 、かつ ADIを決め たい場合の 手段です ので、それ ほどたくさ ん出
てくるものではないと思っています。
○頭金座長

いかがでしょうか。どうぞ。

○山添委員

HOIを 決めるときは 、結局、有害 事象を示す データはない のだけれど も、あ

る分布のデータの 中で、ヒトの 集団でのデー タがあって、 それから可 能な高いレベ ルを決
めるということで す。だから、 大前提は、ヒ トでは、知ら れている限 りの指標にお いて、
有害事象がないものだけに適用するという原則のもとで、使う数値とい うことです ね。
○頭金座長

私はそう理解しているのですけれども、それでよろしいでしょうか。

○松井専門委員

はい。
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○山添委員

そこ が担保されて いれば、HOIの使 い方と、ほか のULと の使い方は区 別がで

きるので、それで可能になるということではいけないのでしょうか。
○頭金座長

いかがでしょうか。

○石見専門委員

よろしいかと 思います。そ この定義のと ころが、不 明瞭というか 、不明

確という か、説 明不足 という か、い きなり HOIが出 てくる ので、 実際、 NOAELが使 えな
いときに、摂取量 の上限を使 うことはある と思うのです が、それが HOIだというこ とをも
うちょっと明確に しないと、 HOIという言葉は 耳慣れない ので、そこは はっきり書 いたほ
うがいいと思っております。
○頭金座長

どうぞ。

○髙橋課長補佐

本日は、時間 の関係で、一 部の項目を御 議論いただ いいておらず 、申し

訳ありません。
資料2の4ページ「第 2

定義 」の項目に HOIのことを書か せていただ いているので すが、

今後、指針案の体 裁を整えるに 当たりまして 、先生方から いただいた 御意見をもと に、修
正すべきところはしていきたいと思います。
○頭金座 長

「第2

定 義」の ところ は、飛 ばして いるの ですけ れども 、先ほ ど事務 局か

ら説明があ りまし たよう に、 4ペー ジの 3行目 から「 第 2

定義 」があ るので すが、そ こで

最初にHOIに関す る定義 という ことで 、 7ペー ジに かけて 、いろ いろ御 意見を いただ いて
おりますので、時 間がありま したら、 HOIの定 義をどうす るかというこ とは、そこ で御議
論いただければと思います。
そのほか、 HOIに つきまして、 御意見があり ましたら、 お願いしたい と思います 。よろ
しいでしょうか。どうぞ。
○合田専門委員

これも話を進 めない方向な のかもしれな いのですが 、私自身、昔 、トリ

プトファン事件に 引っかかっ たので、 HOIをや るときは、 そのもの自身 の不純物が どうだ
ということが、す ごく気になる のです。トリ プトファンも 多量に飲ん でいる者は、 すごく
HOIが高 い。きれい なものは、高 かったのです 。そうでは なくて、具体 的に昭和電 工のも
のだけは、不純物 があって、多 量摂取と不純 物との関係で 、多分だめ だったのです 。すご
くリスクが高くな ったのです。 そういうとき に、結局、も とのものの 話がどうかと いうの
は、昭和電工のものは、0. 1％以下 の不純物しか、も ともと入って いないのです。ほ かの規
格は、全 部合って いるの です。 だから 、HOIとい うのは 、もと もと物 は100％ という 意識
でやっているとこ ろが、非常に 怖いのです。 現実問題とし て、どうい うリスク判断 をする
かということにつ いては、そ ういう概念も 含めながら、 HOIを使わない と、うまく いかな
いです。
HOIを 見るというの は、多量に 摂取をしてい るので、多量 に摂取をし ているという のは、
ヒトにとっては、 生理的な状態 ではない状態 です。そうい うときに、 初めて不純物 の影響
が出てくるのです 。だから、今 の議論だと、 明らかに、そ れしかない ときにはとい う話で
使うということで 、それでい いのだと思い ますけれども 、HOIを使うこ とに関する 前提み
16

たいなことを、今 、石見先生が 言われたよう に、先にしっ かり書き込 むことがすご く大事
だと思います。HOIというのは、なかなか使えな い指標のよ うな気がしま す。
○頭金座長

わか りました。そ こら辺も含め て、定義の中 に説明が必 要ではないか という

御意見ですね。
○合田専門委員

要するに HOIと いうのは、事 を選ぶ際に は、最後の手 段のような 気がす

るのです。それに 相反するデー タが出てきて いるときに、 そこは十分 考慮しないと 怖いで
す。動物実験でさ えも、そこに 相反するデー タが出てきた ときに、ど うするかとい う議論
になります。
○頭金座長

先ほ ども少し議論 したように、 データが少な いときに、 一番高いデー タを使

ってHOIを出すとい うことは、基 本的には考え ないと、松 井先生もおっ しゃったか と思い
ます。
○松井専門委員

繰り返しにな りますが、nが 1の場合は、やめておい たほうがいい と思い

ます。そ れが今 までのこ こでの 議論だ ったと 、私は 理解し ておりま す。 nが幾 つだっ たら
いいのかという話 になりますけ れども、そこ は実際の調査 のデータを 見て、判断す ること
になると思います 。大規模なデ ータの場合は 、ここに書い てあるとお りでよろしい と思い
ます。
○合田専門委員

そう思います。

○頭金座長

どうぞ。

○山添委員

今、 合田先生がト リプトファン の話をされた のですけれ ども、あれは 結果的

には、製法上の問 題と多くの場 合は判断をさ れています。 そうすると 、純度的にも 、私も
1％ 以下だ ったと 思って います 。低か ったの で、そ うなっ てくる と、そ ういう ものを どう
やってチェックを するのかとい った場合には 、基本的には 動物実験な どからしか、 事前に
は推測できないこ とになります 。そうすると 、製法上の問 題を、ミネ ラルとか、ビ タミン
類にも適用する必 要があるとい うお考えなの か、その辺の ところ、先 生に御意見を 伺えれ
ばと思います。
○合田専門委員

それは実際に あると思うの です。量によ ると思いま す。基本的に は、ど

のぐらい摂取させ るかというの は、栄養素だ とすると、か なり量を摂 取させる問題 が出て
きます。 1回にグ ラム単 位で摂 取して も、必 須成分 だと、 大丈夫 、安全 度があ ると、 グラ
ム単位だと、普通 に不純物の量 でもミリグラ ム単位で入っ てくるので す。そこの問 題がも
のすごく大きくて、私自身、先ほ どからずっと どうしようか と思ってい たのですけれ ども、
添加物はいいので す。添加物は 厳しく見てい るから、絶対 に大丈夫だ と思います。 ところ
が、食品のほうが すごく甘くて 、食品ではこ この報告書を 横で見なが ら、物事を決 めてい
くのですが、添加 物と違い、実 際には、食品 のほうは拘束 力がないの です。食品で ありさ
えすれば、合成物 があったとし ても、現実的 には我々はわ からないの です。従って 、ここ
で厳しく何か言っ ていたほうが 、食品に対す るいろんな影 響度は高い と思う点があ るので
す。
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要するに食品の 安全評価は、 食品安全委員 会とは言いな がら、現実 的には個別の 一つ一
つのものについて、安全性評価は しないです。例えば合成の ものが何か 入ってきたと きに、
それをいちいちこ こで評価する かというと 、しないで す。添加 物だったらし ます。だ から、
その辺の影響がいつも気になります。
安全性を評価す る際には、本 当は製法ディ ペンデントで 評価すべき なのです。だ から、
そこのことを、こ ういう指針か 何かで触れる ことは可能か どうかとい うのは、頭の 中でず
っと考えていたの ですが、自分 自身、いい結 論はないので 、山添先生 に聞かれたか らお話
しますけれども、難しいです。
添加物は、ある 意味でいうと 、非常に厳し くやっている ので、大丈 夫だと思うの ですけ
れども、食品のほ うが影響が大 きいです。い わゆる栄養素 でありさえ すれば、食品 で売る
ことに関しては、 実際には何も 問題がないの です。添加物 目的でなけ ればね。そこ が難し
い。
○頭金座長

柴田先生、どうぞ。

○柴田専門 委員

繰り返 しなので すけれ ども、 19ペ ージの 3行 目、指 針では 「基本的 に健

康な集団を対象に した」とある ので、先ほど のトリプトフ ァン事件も これに「基本 的に健
康な集団を対象にした」と書けば、もう入りませんね。
○合田専門委員

トリプトファンは、健康な人を対象にしています。

○柴田専門委員

明らかに障害 が出ました。 私はトリプト ファンの研 究者ですので 、その

研究もしているの ですけれども、結論に対し ては、余り言っ てはいけな いと思うので すが、
かなり特殊な方た ちだけ、死ん だ方も全部女 性です。です から、特別 なときで、明 らかに
有害事象があった わけだから、 ここに健康な 集団と書けば いいと思い ます。言われ ている
のは、何を食べても影響がなかったという集団です。
○合田専門委員

トリプトファ ンの事件は、 最初の製品は 大丈夫なの です。精製が どんど

ん変わっていった ので、ある一 定量を食べて いても、安全 な時期があ ったのです。 そこが
怖いのです。そこ は言い方を変 えると、その もの自身で、 選べる。そ の時期しかな かった
ら、そこはHOIになるのです。
○柴田専 門委員

話題 が変わ ってし まうの ですけ れども 、トリ プトフ ァンの 必要量 は 1日

300mg程 度です。トリ プトファン事 件の場合の対 象者は，ト リプトファン を10 g/ dayも摂
っていたというこ とです。松井 先生が言われ たように、必 要量も考慮 してというこ とも言
われましたので、指針はこれでカバーできるのではないかと思います。
○頭金座長

どうぞ。

○梅村専門委員

話題が変わ ってしまうと 思うのですけ れども、 HOIの 話の中で、 もう一

つ議論になったの は、今、有害 影響が見えな いとき、見え ないときと いうのは、ヒ トでの
データを調べたと きに、有害影 響がないとき なのですが、 実際、その ときに、動物 の実験
で、有害事象が出て いて、そこにN OAEL があった場合、さて、どうし ようかという のは、
議論になりました 。どちらか高 い方を選ぶの か、ただ、先 ほどもお話 があったよう に、実
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験動物での定性的 な問題はわか るけれども、 定量的にどこ までヒトと 関連するかど うかと
いうのは、全くわ からない部分 で、単純に大 きいほうだ、 小さいほう だととっても いいの
だろうかというと ころもあって 、そのあたり は、結局、研 究班では結 論が出なかっ たと記
憶しています。
○頭金座長

ありがとうございます。

ヒトで のN OAELは とれな いけれ ども、 動物試 験から はとれ る場合 、HOIを どうす るか
ということです。 HOIというのは 、難しいとこ ろがありま す。実際、使 うとなると 、いろ
んなケースが想定されて、難しいところはあるのです。
○梅村専門委員

例えば動物実 験からデータ をもってきて 、安全係数 を掛けて、出 てきた

数字がHOIより低く なってしまう 場合、本当に そちらの数 字を使うので すか。もっ と高く
ても大丈夫ではないですかみたいなことになってしまいますという話を していたの です。
○頭金座長

どうぞ。

○吉田専門委員

食事摂取基準 では、ヒトを 優先すること にしており ますので、恐 らく動

物実験の結果がど うであれ、ヒ トの集団でこ こまでとって も大丈夫だ というデータ があれ
ば、そちらを優先 していたと思 います。そう しないと、現 実にそぐわ なくなってし まう。
それは非科学的だ と、またお叱 りを受けるの だけれども、 日本人の今 の摂取量が、 動物実
験から見ると、あ る量を超えて いるというこ とになってし まうと、何 か健康上の問 題はあ
るのですか、何も 起こっていな いのではない か。そうだっ たら、ここ まではとって も大丈
夫ですねという 判断を常にし ているので 、HOIと言うか どうかは、 HOIの定義が、 その場
その場でかなり動いてしまうような気がするのです。
恐らくお示しい ただいた定義 しか、書きよ うがないので す。健康と 思われる集団 での最
大摂取量ぐらいし か、書き ようがなく て、95％とか 、99％とか 、その分布を 書くとか 、そ
ういうものを書 いてしまうと 、これは HOIで はないとい う話になっ てしまうので 、HOIの
定義は、これぐら いのふわっと したことしか 、書きようが ない。現実 にこうなのだ から、
この人たちに何の 問題もないの だから、ここ まではとって も大丈夫で すということ は、私
は常に優先してき ました。動物 実験というの は、あくまで も動物実験 であって、ヒ トのほ
うには、余り外挿しないというのが、摂取基準のときの考え方なのです 。
摂取基準の最初 のころに、毒 性学の方に来 ていただいて 、そちらで の許容濃度の 決め方
をお話いただいた ときに、それ をそのまま栄 養素に適用す ると、成立 しないといっ たこと
がありました。ど うしようもな いときには、 するのだけれ ども、何分 の一としてい くと、
実際の摂取量を下 回ってしまう。だから、でき るだけヒトの データを使 いましょうと いう、
何となく共通意識 ができ上がっ ている。です から、今、梅 村先生が言 われた、動物 実験を
見ると、こういう 数字が出てき ますというこ とがあっても 、現実には ヒトの集団で 、これ
だけとっていても 問題はないと いうことであ れば、そちら を優先しま しょうという のが、
考え方なのです。
○頭金座長

ありがとうございます。
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動物実験よりも、ヒトで見られる特性を優先するかどうかということ でしょうか 。
○吉田専門委員

HOIなら、 HOIを 優先してい るということ です。最後 の手段とい う感覚

ではないです。割と上位に位置づけている感覚です。
○頭金座長

割とよく使われるということですね。

○吉田専門委員

はい。ですか ら、できれば 、これを使い たいとまで 思っている指 標だと

思います。
○梅村専門委員

私の認識もそ うでして、究 極の選択とい うか、最後 の最後の選択 みたい

な、今、お話だっ たので、そう でもなかった のではないか 。意外とヒ トのデータの 中で、
有害影響を調べる より、むし ろ何でもない 健康なままの 、いわゆる ここでいう HOIみたい
な数字のほうが、 どちらかとい えば、入手し やすくなって いるという 背景があって 、こう
いう指標を使おうという議論になったと記憶しています。
しかも、動物実 験のデータに 比べれば、今 、先生がおっ しゃったよ うに、その量 は絶対
に安全、健康被害 が出ていない わけだからと いう意味から も、かなり 利用頻度は高 いので
はないかと。しか も、言葉的に も新しいので 、ここは丁寧 に議論して いただければ と思っ
ているわけです。
○頭金座長

どうぞ。

○関野評価第一課 長

御意見が 出た点を整理 させていただ くと、今、議事の中では、 19ペ

ージの 2行目 から 4行 目あたり を 1つの きっかけ にして 、議論が 展開し ている と理解し てい
まして、今回の資 料は、いただ いたコメント をボックスで 挟んでいる ので、飛び飛 びにな
ってしまって、わかり にくいのです が、今、見ていただい ている 19ページのパ ートは、さ
かのぼれば 、 12ページ の「 3

ヒトにお ける有 害影響 の知見」 のとこ ろで、 どうする かと

いうことに関する記載であります。
今、既に 議論が 展開し ていて、 20ページの 「第 6

食品健康 影響評 価」の ところで 、ヒ

トから得 られた HOIです とか、N OAELも、 動物実 験から 、場合 によっ ては、 低い量 のと
ころで毒性が出て いるというこ とを絡めて、最終的にどう 評価するかと いったところ まで、
御意見をいただい ていると思っ ています。ですの で、きょう、この場の 議論は、既に 20ペ
ージのところも含めて、御議論いただいてよろしいのではないかと思い ます。
また、それぞれ本 日いただいた 意見という のは、個別の添 加物の評価 書の議論では なく、
あくまで指針の議 論ですので、 ワーキンググ ループでかな り堅めにと いうか、堅実 なとこ
ろで合意形成でき るところは、 断定的に指針 の中に書くよ うなことで 、事務局のほ うは、
反映の作業をして いきたいと思 いますし、ま た、さまざま な意見があ る中でも、個 別の評
価をしていく際に 、留意してお くべき点だと か、気にする 場合もある のではないか といっ
たところは、含み を持たせて、 盛り込むべき ことは、盛り 込むような 形での作業に なって
くると思 います 。そう いう意 味で、 気づき を与え ていた だくよ うな観 点から も、た とえ 2
通り、 3通 りの意 見があ ったと しても 、きょ うの段 階でい ただい ておけ ば、次 の議論 につ
ながると思っている次第です。
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途中で挟みまして、すみません。
○頭金座長

ありがとうございます。

きょうは、最初 に申しました ように、いろ んな意見を言 っていただ くということ ですの
で、今、合田先生 から、不純物 の考えも含め て、お考えが 出ましたし 、動物試験の データ
とHOIの 関係とか、 あるいはポイ ント数が少な いときに、 どうするかと いう御意見 がさま
ざま出ましたので 、今後、これ らの点を中心 に、次回以降 、また御議 論いただけれ ばと思
います。
それでは、次の論点に移らせていただいてよろしいでしょうか。
それで は、次 の「第 5

一日 摂取量 の推計 等」に ついて 、事務 局から 議論す るポイ ント

があったと思いますので、御説明をお願いいたします。
○後藤評価専門官

ありがとうございます。

19ペ ージ、 10行目 「第 5

一日 摂取量 の推計等 」でござ いますが 、本項目 は、特に 優先

的に御議論いただきたいポイントはございませんので、次に移らせてい ただきます 。
20ページ の「第 6

食品 健康影響評価 」につき まして、2点 ほど、御 説明をさせて いただ

きます。
21ペ ージの 6行目の下 の四角 囲みです けれど も、事 務局から の問い かけと して、梅 村班
報告書の 脚注 9に 、有害 影響に 関する データ がない 場合を 有害影 響が認 められ ないと する
かについての議論 があったとい うところで、 本ワーキング グループと しての考え方 を先生
方に伺ってございます。
続きまして、少し飛び ますけれども、 25ページを 御覧ください。事 務局からの問 いかけ
といたしまして、 乳児、小児等 の各集団につ いて、集団別 の上限値を 設定する必要 性がど
の程度あるのかと いうことを、 先生方に伺い ました。いろ いろな御意 見をいただい てござ
います。
特に今の2点について、御議論をお願いいたします。
○頭金座長

ありがとうございます。

摂取量の ところ は、今 のところ 、論点 がなく て、 20ページ から始 まりま す「第 6

食品

健康影響評価」の中で、論点を2つ議論していただければと思 います。
まず最初 の点が 、21ページ の 6行目か らです 。これ は研究班 でも議 論にな ったとこ ろだ
とお聞きしており ますけれども 、有害影響に 関するデータ がない場合 に、有害影響 が認め
られないとしてい いのかどうか というところ です。これに ついて、御 意見をいただ ければ
と思いますけれども、伊吹先生はきょう御欠席です。説明をお願いしま す。
○後藤評価専門官

伊吹先生か らのコメント を御紹介いた します。有 害影響に関す るデー

タがない場合と、 有害影響が認 められない場 合は、異なる と思います 。データがな い場合
は、ADIを 設定しない 理由として 、その旨 を明確にす べきと思 います、と いうコメン トを
いただいてございます。
○頭金座長

ありがとうございます。
21

柴田先生、御意見をお願いいたします。
○柴田専門委員

医薬品の場合 は、代謝経路 が飽和して、 新しいニュ ーメタボライ トがで

きてもいいと思う のですけれど も、この場合 は栄養素です ので、栄養 素が通常の代 謝経路
でアップ アップ して、 ほかの 代謝経 路に漏 れ出て きた状 態です 。最初 の方針 だと、 2ぐら
いに相当する と思うので すけれども 、そこら 辺を基準に して、 ADIを設定 する方法も ある
のではないかと思いました。
急に代謝が切り かわる。有害 事象は出ない のですけれど も、代謝が 切りかわると ころが
あるので、そうい うものをみる ことによって 予測可能だと 思います。 栄養素ですの で、そ
こら辺、代謝 の切り替わ りをを ADIの設定 に利用する という方 法もあるだ ろうと考え まし
た。だから、そんな指針を入れてもいいと思いました。
○頭金座長

柴田 先生の御意見 は、有害影響 に関するデー タがない場 合でも、別な 指標を

使ってということですね。
○柴田専門委員

そうです。代 謝的指標とい うか、生体指 標というか 、そういうも のを使

って、ADIを決める指針もあると思いま した。
○頭金座長

有害 影響が認めら れないわけで はない。有害影 響が確定でな い場合でも、ADI

とか、そういう設定値をつけることができるのではないかという御意見 ですね。
○柴田専門委員
○頭金座長

はい。

合田先生、どうぞ。

○合田専門委員

すごく賛成し ます。栄養成 分というのは 、そういう 考え方でやら ないと

難しいです。今ま で見たことが ないリスクが 、そこで起こ り得ること があります。 感覚的
にですけれども、柴田先生の考え方が適切なのではないかと思います。
○頭金座長

松井先生、どうぞ。

○松井専門委員

先生方がおっ しゃることは 、たしかです 。先ほどの 有害影響の評 価とい

うところ に戻り ますと 、ここ に書い てあり ます、 パワポ の資料 の 8枚目 ですけ れども 、基
本的にヒトにおけ る有害影響の 評価、何を有 害影響にする かという議 論は、ここで なされ
ています。
先ほど 御説明 があり ました ように 、 2の場 合でも 、有害 影響と する場 合があ る。そ の場
合を議論する必要 があるという 指針案になっ ていますので 、柴田先生 がおっしゃっ たよう
な状況でも、当然 議論の対象に はなる。ただ 、代謝産物が どうなのか という問題が ありま
す。
実際、研究班で はロイシン評 価のシミュレ ーションをし てみました 。柴田先生に もいろ
いろ情報をいただ いたのですけ れども、ロイ シン摂取があ る量以上に なると脱アミ ノを受
けた代謝 産物の 血中濃 度が急 に上がっ てくる 。です から、 そこら 辺をN OAEL として とる
べきだろうと、研 究班では判断 をしたと思い ます。ですか ら、先生方 がおっしゃっ ている
ような評価も、当然この指針には含まれているということでございます 。
○頭金座長

ありがとうございます。
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有害影響をどう とるかという こともあるの ですけれども 、例えば毒 性所見がない 場合で
も、有害影響と認 められないと は違うという 考え方だと思 いますが、 そのほか御意 見があ
りましたら、お願いしたいと思います。
石見先生、どうぞ。
○石見専門委員

有害影響は、 その時点での 有害影響なの で、今、な くても、今後 、出て

くる可能性はある ということで 、もし書くと すれば、現時 点ではとい う言葉も入れ ておく
必要があると思います。
○頭金座長

ありがとうございます。

そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
基本的には、今 、申し上げた ように、有害 影響に関する データがな い場合でも、 単純に
イコール有害影響 は認められな いというわけ ではないとい う御意見が 多かったと思 います
けれども、ここはそういう考えが多いということで、よろしいでしょう か。
それで は、も う一点、 この箇 所で御 議論い ただき たい点 でござい ます。 25ページで す。
25ページの 乳児とか、小児とか 、そういう集 団における上 限値設定の 必要性につい てとい
うことになります 。乳児、小児 、妊婦、授乳 婦、高齢者等 の各集団に ついて、集団 別の上
限値を設定する必要性があるかどうかということでございます。
まず柴田先生か ら御意見をい ただいており ます。必要だ と思います ということな のです
が、御説明をいただければと思います。
○柴田専門委員

特にこの集団 というのは、 ハイリスク集 団ではない かと思います 。デー

タがないから棒線 を引っ張って おくことはよ くあるのです が、現実的 な生活に密着 する数
値ですので、棒線 よりも、いろ んな知識を使 って、とりあ えずはこう するというこ とも必
要ではないかと、いつも思っています。
○頭金座長

ありがとうございます。

伊吹先生からは 、信頼できる データがあれ ば、設定する のがいいと 思いますとい う御意
見をいただいております。それ以外に、事務局はいただいていますか。
○後藤評価専門官
○頭金座長

特にございません。これだけです。

上西 先生からも、 可能であれば 、設定根拠が あれば、設 定するべきだ と思い

ます。データ次第ではないでしょうかという御意見です。
松井先生からも 御意見をいた だいておりま すけれども、御説明いただ ければと思い ます。
○松井専門委員

誤解があった ら、申しわけ ありませんが 、本指針は 栄養成分が含 まれる

添加物の指針です 。ですから、 基本的には要 請者がいて、 この物質に 対しての評価 をする
ということが基本だと思います。
そこで、極端 な例ですけ れども、先 ほどから例 が出ています 、亜セレ ン酸ナトリウ ムは、
粉乳中への添加が 用途です。つ まりその場合 は、全体の集 団は議論す る必要がない 。乳児
だけを議論すればいいということがございます。
もう一点、たし か硫酸亜鉛、 発酵促進剤の ためのイース トフード、 アルコール発 酵のた
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めですから、子供 は評価の対象 にする必要は ない。このよ うに、用途 に応じて、対 象とい
うのは、決まってくるということを確認したいと思います。
もう一つ、ここ に書いてあり ますように、 幅広い範囲で 適用される 添加物の場合 は、可
能な限り、共 通の ADI等を設定し たほうが よろしいと 思います 。リスク管 理のことを 考え
ると、上限量が各 集団でばらば らになったら 、リスク管理 がしにくく なるのではな いかと
考えます。ただ、 これもできる 限りです。下 位集団が、ハ イリスク集 団がある場合 は、当
然そのことを 考慮して、 その集団の ADIな りを決めて いく必要 はある。た だ、先ほど から
話に出ていますよ うに、下位集 団のリスクが わからない場 合が結構多 いですので、 その場
合は、下に書いてあるような、ただし書きをつけていく必要があるでし ょう。
具体的に読ませ ていただきま すと、例えば「亜鉛の摂取 量に関する 上限値は、 18歳以上
の成人を対象とし たものである 。亜鉛は 生物学的に必 須な栄養成分 であるが 、小児、乳児、
妊婦及び授乳婦の 亜鉛の摂取が 過剰にならな いよう、適切 な注意喚起 が行われるべ きであ
る」、こう書くし かないと感じ ています。時 と場合に応じ て、これを どのように評 価して
いくかということ を、検討する必 要があると 思います。一律 には決めら れないという のが、
私の意見です。
○頭金座長

ありがとうございます。

いわゆる特殊集 団における上 限値の設定に ついて、その 他、御意見 がございまし たら、
お願いしたいと思います。
いただいた意見 の多くは、特 殊集団につい ても、上限値 を設定した ほうが、基本 的には
いいのではないかという御意見だったと思います。
○柴田専門委員

今、松井先生 が言われてい たように、乳 児用の粉乳 とか、アルコ ール発

酵に必要なものと か、特定のと きには、当然 必要はないで す。もっと ジェネラルな ものに
対して、必要だと思いますという意見を出しました。
○頭金座長

わかりました。

もう一点は、信頼 できるデータ があれば、設 定すればいい ということ なのですけれ ども、
信頼できるデータ がない場合は 、どう するのか 。今、松井先生か ら、た だし書きとい うか、
そういう御意見もあったとは思うのですが、そこら辺について、何かご ざいますか 。
○梅村専門委員

先ほどの動物 実験をどうす るか、そこを 動物実験で 補完できるの かどう

かというところです。
○頭金座長

動物 試験の必要性 について議論 したときには 、定性的な 評価で使って 、定量

的な評価には基本 的には使わな いという御議 論があったと 思うのです けれども、そ こら辺
と整合性をつけていく必要があります。
ほかはいかがでしょうか。何か御意見がありましたら、お願いいたし ます。
これもなかなか難しいところだと思います。
どうぞ。
○柴田専門委員

動物実験は、 定性的な判断 だけにとどめ たほうがい いと思います 。実験
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をしてみて、この 栄養素は、こ の量を超すと 動物実験でも まずいと、 感覚的にわか るもの
があります。この 栄養素は毒性 がでないなあ という感覚的 にわかるも のがあります 。動物
実験はその程度で はないかと思 います。ですので 、ヒトのこと で、ある 程度調査をす れば、
健康な集団で、健 康に何も影 響がないとい う、先ほどの HOIになってし まうのです が、そ
ういうものは、調 べれば必ず出 てくるのでは ないかと思い ます。です から、研究費 をちょ
っといただいて、やるような方針を入れておくと、うれしいのですが。
○頭金座長

ありがとうございます。

そのほか、いかがでしょうか。石見先生、どうぞ。
○石見専門委員

ヒトでのハイ リスク集団に おけるデータ 、特に妊産 婦さんとか、 幼児、

乳児については、 データがない ことがほとん どだと思うの ですけれど も、過剰摂取 の影響
が動物で出ているとしたら、それはかなり注意が必要ではないかと思い ます。
○頭金座長

それは定性的な判断の中に入ってくると思います。

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
ここも、基本的 には、上限値 設定が必要で あろうという ことですけ れども、使わ れ方と
いいますか、評価 対象物質によ って必要性が 違ってくると いう御意見 が多かったと 思うの
ですが、それを具 体的に、どの ように、この 指針の中に、 文章で書き 込むかという ことに
ついては、次回以降、御議論いただければと思います。
この点に関しましては、それでよろしいでしょうか。ありがとうござ います。
重要な論点というのは、事務局、以上でしたか。
○後藤評価専門官
○頭金座長

時間の問題があるのですけれども、またもとに戻って議論しますか。

○後藤評価専門官
○頭金座長

はい。

はい。

それ では、最初の ほうに戻りま して、幾つか の論点につ いて、時間の 許す限

り議論していただきたいと思いますので、事務局から説明をお願いいた します。
○後藤評価専門官

ありがとうございます。

事前に座長と御 相談をさせて いただきまし て、本日、特 に御議論い ただきたい点 につい
ては、以上でござ いますけれど も、次に御議 論いただきた い点につき まして、御説 明をさ
せていただきます。
3ペー ジを御覧くだ さい。「第1

はじめに」の項目 について、他に 言及が検討さ れる事

項についてというところです。
動物実験の結果 よりも、ヒト における知見 を重視すべき である旨等 について、言 及する
ことが考えられますけれども、いかがでしょうかというところでござい ます。
「第1

はじめに」につきましては、以上になります。よろしくお願いいたします。

○頭金座長

「第 1

はじめ に」に 戻るわ けですけ れども 、 3ページ の 1行目 に書いて ある

四角囲みのところ です。これも 、先ほど来、 議論されてき たと思うの ですけれども 、動物
試験の結果とヒト による知見の 結果を、どち らをどうふう に扱うかと いうことの書 きぶり
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なのですけれども、これについては、先ほど来、いろいろ御意見が出て います。
私の理解では、 動物試験より も、ヒトでの データを重視 すべきであ ろうという御 意見が
多かったと思いま す。ただし、 ハイリスク集 団とか、ヒト でのデータ がないところ に関し
ましては、動物試 験のデータも 見ていく必要 がある。ただ し、そこか ら何かの基準 値とい
うか、ADIのよう な定量的な数 字をとること については、か なり慎重に ならざるを得 ない。
基本的にはとらないという御意見が多かったかと思います。
それにつきまし て、追加 で御意見、コメントが ありましたら 、お願い したいと思い ます。
どうぞ。
○松井専門委員

事務局からの コメントは、 初めにその文 章を入れる か、入れない かとい

うコメントですね。
○後藤評価専門官

はい。
後で 書いて あるの ですか ら「第 1

○松井専 門委員

はじ めに」 のとこ ろに、 あえて 入れ

なくもいいような 気がします。 強調する面で 、入れてもい いのかもし れませんけれ ども、
あえて必要はないというのが、私の考えです。
○頭金座長

個々の場所に書けばいいということですか。

○松井専門委員
○頭金座長

そのとおりです。

これ は柴田先生か ら御意見をい ただいている ようですけ れども、追加 のコメ

ントがありましたら、お願いしたいと思います。
○柴田専門委員
○頭金座長

特に追加はありません。

伊吹先生と上西先生の意見も、今、議論した範囲内に入っていますか 。

○後藤評価専門官

そうですね 。いただいた コメントだけ ですけれど も、基本的に そのと

おりであると思いますというニュアンスのコメントをいただいておりま す。
○頭金座長

それ では、これに つきましては 、今、松井先 生からもお 話がありまし たけれ

ども、適宜、必要 なところに、 動物試験とヒ トでの知見の 考え方につ いて記入して いただ
くということです 。それでよろ しいですか。 あえて、最初 に言ってお かなくてもい いとい
うことです。
○髙橋課 長補佐

「第 1

はじ めに」 の項目 には、 指針が 策定さ れた背 景につ いて記 載す

るのかと思います 。今回、栄養 成分関連添加 物のリスク評 価のために 、既存の添加 物の評
価指針とは別に栄 養関連添加物 の評価指針を 作成する必要 性がありご 議論いただい ている
と存じますが、そ の理由の一つ として、ヒト と動物の知見 の取扱いが 異なることな どを盛
り込むかどうかと の御相談でご ざいます。た だ、今のご議 論を伺い、 この点につい ては冒
頭の項目ではなく 、各論に記載 することでよ いと承りまし た。つきま しては、ほか にも背
景に記載したほう がよいと思わ れることがあ りましたら、ご教示いただ ければと思い ます。
○頭金座長
○佐藤委員長

よろしいでしょうか。どうぞ。
動 物実験の結果 よりも、ヒト における知見 を重視すべ きという、個 別に見

えるようなことな のだと思うの ですけれども 、今までのお 話を聞いて いると、栄養 成分の
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添加物の評価とい うのは、かな り難しいとい うか、いろん なやり方が あるだろうと 、私は
聞いていて思っているのです。
そうい う意味 では「 第 1

は じめに 」に、 考え方 がいろ いろあ り得る みたい な話は 、書

いておいていただ いたほうが、 よろしいので はないかと思 います。個 別に動物実験 の結果
よりもという話は 、どこかに散 らばればいい のだろうと思 うのですけ れども、それ も含め
て、いろんな考え方 があって、そ ういうものに 基づいてやら ないとでき ないみたいな 話は、
最初のほうに書い ておいていた だいたほうが 、指針もつく りやすいで しょうし、実 際の評
価をするに当たっ ても、やりや すくなるので はないかとい う感じがし たので、一言 、発言
させていただきます。
○頭金座長

どうぞ。

○松井専門委員

そういう趣旨 でしたら、入 れていただい ていいと思 います。ただ 、動物

実験の結果よりも 、基本的にヒ トにおける知 見で評価をす べきである というのが、 この指
針ですので、書きぶりを考えてください。
○佐藤委員長
○頭金座長

それはそうですね。
ありがとうございます。

今の御 意見を いただ いて、 「第 1

はじめ に」の ところ に入れ る事務 局案の 作成を 、お

願いします。
○髙橋課 長補佐

伊吹 先生の コメン トとし て、「 第 1

は じめに 」の他 に、評 価の考 え方

のような項目があ ればわかりや すい、と頂い ておりますの で、記載す る項目につい ても検
討し、再度御相談させていただきたいと思います。
○頭金座長

栄養 成分の大原則 というか、特 殊性について 、最初のほ うのどこかで 書いて

おくということです。わかりました。ありがとうございます。
「第1

はじめに」は、それだけですか。

次に「第2

定義」について、事務局から御説明をお願いいたします。

○後藤評価専門官

ありがとうございます。

4ページの3行目「第2

定義」でございます。

HOIは、 先ほど もさま ざまな 御議論 をいた だき ました けれど も、 5ペ ージの 上の四 角囲
みで、事務局から 先生方に伺 っているポイ ントは、国際 的にHOIで上限 値を判断し た例は
ありますかという質問を、先にさせていただきました。
1行目の下 のとこ ろで、 HOIの定義 につい て、 3点、 論点が ござい まして 、1点目は 、石
見先生からの御意見をもとにしたものです。
6ペー ジに移りまし て、1行目の 下の四角括弧 で、HOIの 定義につい て②というと ころで
す。ここは、梅村 班報告書の 定義に従いま すと、HOIはヒ トにおける有 害影響は出 ていな
いという 前提で 用いる という 記載が ござい ます。 一方、 別のペ ージの 脚注 8に は、有 害影
響の報告があっても、HOIが用いられる可能性が あるという ことが記載さ れております 。
なお、 WHOでは、 梅村班 報告書 の定 義に近 い表現 を使っ ていま して 、有害 影響が 特定
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されていない場合 にのみ求めら れる指標であ るということ が、言及を されておりま す。本
ワーキンググルー プとしては、 梅村班報告書 の定義にあり ます、ヒト における有害 影響が
出ていない場合に 用いられる指 標であるとい う整理でよろ しいでしょ うかというこ とを、
2点目として、伺いました。
3点目です けれど も、 7ペー ジの 1行 目の下の 四角囲 みです。 事務局 からの 問いかけ とい
たしまして、HOIは、介入研究からも得られるも のでしょう かということ を伺いました 。
8ペ ージで すけれど も、 1行目 の四角 囲みで、 NOAELやバ イオアベ イラビ リティー とい
った用語につきま しては、毒性 学的な観点と 栄養学的な観 点で、その 意味が異なっ てくる
場合もあるという ことでござい ますので、そ ういった用語 の整理につ いて、先生方 に伺っ
たところでございます。
「第2

定義」につきましては、以上になります。よろしくお願いいたします。

○頭金座長
「第 2

ありがとうございます。

定義」 の中で 、最 初の論 点にし ていた だくと ころは 、HOIの 論点で す。こ れも

先ほど来、HOIをど ういう場に使 うかという議 論の中で、 定義を明確に すべきとい う御意
見がありました。 梅村班では、 ヒトにおける 有害影響は出 ていない場 合に用いられ る指標
であるという記載 内容です。余 り細かく書い ていないとこ ろです。む しろ意図的に 細かく
書かなかったということです。
もう一点は、 HOIというのは、 通常観察研究 と思われま すけれども、 介入研究か らも得
られるのかという点について、御議論いただければと思います。
まず最初の HOIの 定義について 、これも先ほ ど来、何回 か話があった のですが、 これは
どなたから御意見をいただければいいのですか。
松井先生、何かありましたら、お願いします。
○松井専門委員

先ほど申し上 げていたこと が、ここに書 いてあるだ けですので、 済んで

いるような、済んでい ないような話 なのですけれ ども、繰り返しに なりますが、 IOMのセ
レンの評価は、 HOIとは言って いませんけれ ども、実質 、HOIを使って いたという 事実が
ございます。です から、名前自 体は、新しい 名前なのかも しれません けれども、現 実的に
今まで評価に使わ れていたとい う経緯はある ということを 申し上げた くて、この文 章をつ
けました。
○頭金座長

ありがとうございます。

定義としては、 ヒトにおける 有害影響が出 ていない場合 に用いられ る指標である という
ことなのですが、 これについて 、吉田先生、 先ほど来、余 り細かく書 かないほうが いいと
いうことを、おっ しゃっていた と思うのです けれども、コ メントをい ただければと 思いま
す。
○吉田専門委員

ここでの話を 聞いていると 、余り細かく 定義をして しまうと、あ るもの

はHOIで はないです という話にな ってしまって 、また別の 言い方をする ことになっ てしま
うのではないかと 思うのです 。だから、 HOIと いう言葉を 使われるのだ ったら、細 かく定
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義されると、すご く使いにくい ものになって しまうと思い ます。そう いうことで、 こちら
でお示しになられた3行ほどのもので、十分ではないかと思い ます。
○頭金座長

ありがとうございます。

松井先生は今の定義でよろしいですか。
○松井専 門委員

これ も繰り 返しにな ります けれど も、N OAEL 等が設 定でき ている ので

したら、 使わな い。た だ、N OAEL 等が設 定でき ない、 それで影 響があ るとい う報告 があ
る、だけれど も ADIを 決めるの でしたら 、HOIを使わ なければ、 そのほか の手段はな いと
いうことですので、先ほど最終手 段と言って、言葉がきつか ったかもし れませんけれ ども、
これを使う場面が出てくるだろうと考えています。
○頭金座長

ありがとうございます。

そのほか、この定義につきまして、何かございますか。石見先生、ど うぞ。
○石見専門委員

WHOの出典 を書くこと は必要と思い ますので、WHOが言ってい るとい

うクレジットをつ けないと、こ こでただ言っ ているという ことになる と、妥当性と いうと
ころで疑問が残る ので、これを 書いておいて いただければ いいと思い ます。意味に ついて
は、余り限定する と、窮屈な判 断をしなけれ ばいけないと いうことで すので、吉田 先生の
御意見に賛同いたします。
○頭金座長

吉田先生、どうぞ。

○吉田専門委員

HOIのことでは ないのですが 、松井先生 の上のセレン のところで 、アメ

リカの摂 取基準 は、こ れをHOIではな くて、N OAELとし ている のです が、実 は摂取 基準
の中のNOAELの意味合 いが、恐らく毒 性学でいって いるところの NOAELとは違っ ている
と思います。日 本語の摂取 基準では、わざわざ訳 まで変えてい ます。何 と言いました かね。
○松井専門委員

非発現量ですか。

○吉田専門委員

有害作用非発 現量でしたか 。とにかく摂 取基準の翻 訳が違ってし まって

いるのは、多分中身 が違っている から、そうい う訳を使われ ているのだ ろうと思うの です。
この辺の定義は、栄養学 というか、摂取基 準の中と毒性 学の中で、N OAELや LOAELの言
葉の意味まで違ってしまっているということも、注意をしておく必要が あると思い ます。
○頭金座長

ありがとうございます。

その点 に関し まして は、 8ペ ージの 次の議 論のポ イント のとこ ろで、 御意見 をいた だこ
うかと思 ったの ですけ れども 、NOAELと か、バ イオア ベイラビ リティ ーも意 味が違 うと
いうのは 、私は 初めて お聞き して、 びっく りした ことが ありま す。 8ペ ージの 用語の 整理
は、やはりして おいたほう がいいだろう と、個人 的には思うの ですが、いかがでしょ うか。
○吉田専門委員

気づいていな いものが、ま だまだあるの かもしれな いです。です から、

それこそ議論をし ているうちに 、おかしいと 思ったら、言 葉の定義に ついて、一度 、立ち
返るということは、必要だろうと思います。
○頭金座 長

N OAEL につき まして も、今 、御説 明あり ましたと おりの 違いが ある。 バイ

オアベイラビリテ ィーについて も、栄養学と 毒性学で、あ るいは薬物 動態学で捉え 方が違
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うということです ので、ここら 辺は、両方の 人間が見るわ けですから 、それにつき まして
は、定義のところで、正確に書いておく必要があるということだと思い ます。
ここにつきましては、それでよろしいでしょうか。
もう一回戻りま して、7ペ ージのHOIにつ いて、3つ目のポイン トで、介入試験か らも得
られるものでしょ うかという問 いかけがある わけですけれ ども、これ につきまして は、上
西先生から、介入 研究でも有 害事象が出て いなければ、 摂取量の最 大値をHOIと考 えるこ
ともできますが、 摂取レベルが 低い場合には 、過小評価に なる可能性 があると思い ますと
いうことでございます。
松井先生からも御意見をいただいていますけれども、御説明いただけ ればと思い ます。
○松井専 門委員

これ もN OAELと いうの が、ど ういう ことなの かとい うこと になる と思

いますけれども、無毒性量というのが的確な訳だと思います。
と ころ が 、こ こに 書 いて あり ま すよ うに 、 添加 物の 指 針で は、 ADIを 算出 する た めの
NOAELは 、最も低 い用量で毒性 影響を示し た動物試験か ら求められた NOAELである 、こ
ういうことが指針 では示されて います。つま り１つの試験 で、毒性影 響がないとき に出た
NOAELは 、ADIには使えない というのが 、もとの指 針になってい ます。た だ、ここ でポイ
ントなのは、動物 試験と書いて あることです 。これを栄養 成分関連添 加物評価の指 針で、
最も低い用量で毒 性影響を示し たというとこ ろの部分を、 ヒトの試験 まで拡大する かどう
かというのが、1つ、確認しておきたいところです。
なぜな らば、 介入試 験で、 最大用量 でも毒 性が出 なかっ た。こ の場合 もN OAELで す。
ですから、そのデータを NOAELとするの か。ここに書いてあ りますよう に、LOAELがあ
って、初 めてN OAEL がある のだと いう考 え方に 立つの かという ことを 、まず 確認し てい
ったほうがよろしいかと思います。
その上で、そう いう毒性が出 ない試験、こ れがほとんど なのですけ れども、介入 試験で
NOAELが 出ているのだ が、それを ADIには使わ ない。その場合 は、HOIとして使え ますと
いう流れになると思います。
○頭金座長

ありがとうございます。

基本的 には、 動物実 験から とるN OAEL として は、毒 性所見が 見られ た投与 量から 、一
段低い投与量を用 いると思いま す。一方、最 大投与量でも 毒性所見が 見られない場 合は、
毒性所見 が得ら れなか ったけ れども、 最大投 与量を NOAELとす ること もあり ます。 この
ような場合は、た だし書きを書 く場合が多い と思います。 このように 毒性所見が介 入試験
で見られ なかっ たとい う場合 、今まで の考え 方から すると 、それ をN OAELに も使え るの
ではないかということです。それをHOIととるの かどうかと いうことです 。
○松井専門委員

言葉上、N OAELに なるというこ とです。ただ 、それが ADIに使える のか、

使えないのかということを確認しておく必要があると思います。
○頭金座長

いかがでしょうか。どうぞ。

○吉田専門委員

実際にモリブ デンの必要量 からULの 設定は、あ る1つ の出納実験 に依存
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しておりまして、1日投与量 が物すごく少 ないところか ら、その 100倍 ぐらいまでの 投与量
を被験者に与えて 、いわゆるバ ランススタデ ィーをやって 、バランス が維持できて いるか
どうかということ を見ています 。その範囲で は全て維持で きていたの で、その試験 の中の
最小投与量を最小の必要量として、最大の投与量をUL値として使っ ている。
この場合ですと 、有害事象は 認められてい ないので、その最大投与 量をHOIと呼ぶ のか、
NOAELと 呼ぶのかとい う、こことしては、そ れをどちらと 呼ばれます かということ です。
私は毒性学で、L OAELが なかったら、N OAELが ないというこ とは、今、初めて聞 きまし
たので、 とにか く与え て、こ こまで出 なかっ たら、 そこが NOAELでは ないか という ぐら
いにしか、私ども は理解して いないので、栄養学をやっ ている人間 は、これを NOAELだ、
LOAELだ と言っている のは、それぐらい の知識で言 っているとい うことも、知って おいて
いただきたいというのが、今の感想です。
有害な量まで与 えるというこ とはできませ んので、ここ までは多分 大丈夫だろう という
ところで 、打ち 切って いるも のがほ とんど だと思 うので す。そ れはN OAEL なのか 、HOI
なのかということを、ここで決めるのか、決めないのかということです 。
○頭金座長

柴田先生、どうぞ。

○柴田専門委員
○頭金座長

ここでも、HOIでいいのではないですか。

梅村先生、どうですか。

○梅村専門委員

実験動物の定 義で、LOAELがとれない と、N OAEL と呼ばないと いう原

則はあるのですけ れども、実際 は、先生がお っしゃったよ うに、最高 用量のあれで とって
いるというのは、よくある話です。
○関野評 価第一 課長

補足さ せていた だくと 、個々 の試験 に対し て、N OAEL を打つ とい

うか、N OAEL は何ミ リグラ ムとい う形を 示す場 合があ るのです けれど も、そ の場合 は、
最高用量がそれに 該当する場合 は、最高用量 であるという 修飾語をつ けた上で、評 価書に
記述するようにしています。
最終的な食品健 康影響評価の 中で、幾つかの試 験から得られ た、個々のN OAELの 中で、
どれを妥当なもの として、結論を出 せるかといっ たときには、当然 最高用量で出 たN OAEL
を意識しながら、 全体的に見て 、判断してい るということ だと思いま すので、そう いう意
味で、N OAEL という 言葉は 、個々 の試験 に対し ても、 無毒性量 という 形で使 う。こ れが
最高用量であって も使う場合も ありますし、 最後の結論の ところで使 う場合には、 幾つか
の試験から得られ た中で、最も 低い値をとる とか、あるい は総合的な 判断して、投 与量の
公比の関係で、間 をとる場合も ありますけれ ども、いろん なケースが ありますが、 そうい
う意味で 、N OAELと いう言 葉に対 しては 、幾つ かの意 味合いを 持つ場 合があ ろうか と思
います。
○頭金座長

言葉 の使い方につ いては、次回 以降、御議論 いただけれ ばと思うので すけれ

ども、基本的には、介入 試験のデータ からも、HOIなどは、 LOAELがないN OAEL なのか
わかりませんが、使えるだろうということでよろしいでしょうか。
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どうぞ。
○松井専門委員

ここは非常に 重要なことで、LOAELがとれない 場合でもN OAEL にして

しまいま すと、 HOIは使 えなく なりま す。N OAELが決 められ ない場 合、 HOIを使う わけ
ですから、そこ ははっきり 、介入試験 でのL OAELがな いNOAELをN OAELと しない、ADI
の算定基 準のN OAEL としな いとい うこと を決め ていた だいたほ うが、 流れと しては 、す
っきりすると思います。
○頭金座長

わかりました。

私の先ほどの言 い方は、正確 ではなかった と思いますけ れども、そ れにつきまし ては、
きょう、時間の関係も ありますので、次回以降、L OAELが ないときの 無毒性量をど うとる
かということにつきましては、また御議論いただければと思います。
時間の関係で、きょうは、ここまででよろしいでしょうか。
○後藤評価専門官
○頭金座長

はい。

それでは、本日の議論は、ここまでとしていただきたいと思います。

今回の栄養成分 関連添加物に 関する食品健 康影響評価指 針案の策定 に向けた議論 は、こ
れまでにしたいと思います。
それでは、同指 針案につきま しては、本日 の議論も含め て、次回以 降、引き続き 、審議
することにいたし たいと思いま すけれども、よろしいでし ょうか。あり がとうござい ます。
それでは、事務局から、今後の進め方について、説明をしてください 。
○後藤評価専門官

本日、先生 方よりいただ いた御意見に つきまして は、整理をさ せてい

ただきまして、次回、改めて御審議をお願いしたいと考えております。
○頭金座長

よろしくお願いいたします。

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、お願いい たしま
す。よろしいでしょうか。
特になければ、本日の「栄養成分関連添加物ワーキンググループ」を 終了いたし ます。
事務局から、次回の予定等について、何かありますでしょうか。
○髙橋課長補佐

次回の予定の前に御報告がございます。

本ワーキンググ ループで御審 議いただきま した、添加物 評価書「炭 酸カルシウム 」につ
きましては、平成 28年 9月 6日の 食品安全委員 会において決 定し、同日付 で、厚生労 働省宛
てに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。
次回の第 5回「 栄養成分 関連添加物 ワーキン ググループ 」は、 11月 24日木曜 日10時 から
開催させていただきます。よろしくお願いいたします。
○頭金座 長

そ れでは 、以上 をもち まして 、第 4回 「栄養 成分関 連添加 物ワー キング グル

ープ」を閉会といたします。どうもありがとうございました。
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