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 6回 会 合 議 事 録
１．日時

平成28年12月22日（木）

13:59～17: 00

２．場所 食品安全委員会中会議室

３．議事
（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
（２）その他

４．出席者
（専門委員）
頭金座長、梅村専門委員、石見専門委員、伊吹専門委員、
合田専門委員、柴田専門委員、祖父江専門委員、髙須専門委員、
瀧本専門委員、松井専門委員、横田専門委員、吉田専門委員
（専門参考人）
北條専門参考人
（食品安全委員会委員）
佐藤委員長、山添委員
（事務局）
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、新井技術参与

５．配布資料
資料

栄養成分関連添加物に関する食品健康影響評価指針（案）

６．議事内容
○頭金座長

定刻 より少し早い ようですけれ ども、御参加 の予定の先 生方はお集ま りのよ

うですの で、た だいま から第 6回「栄 養成分 関連添 加物ワ ーキン ググル ープ」 を開催 した
いと思います。先 生方には、御 多忙中のとこ ろ御出席をい ただきまし て、まことに ありが
とうございます。
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本日は、12名の専門委員に御出席いただいており ます。
また、本日は専 門参考人とい たしまして、 残留農薬研究 所の北條仁 先生に御出席 いただ
いております。
なお、上西専門 委員、宇佐見 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。
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 6回
会合）議事次第」を配布しておりますので、御覧いただきたいと思いま す。
まず、事務局か ら配布資料の 確認と「食品 安全委員会に おける調査 審議方法等に ついて
（平成 15年 10月 2日食品 安全委員 会決定 ）」に基 づき必要 となる専 門委員の 調査審議 等へ
の参加に関する事項について報告を行ってください。
○髙橋課長補佐

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、資料と いたしまし て「栄養成分 関連添
加物に関する食品健康影響評価指針（案）」。
机上配布資料と いたしまして 、この資料の 部分から四角 囲みを除い て、指針本体 の案と
いたしましたものを机上配布資料として御用意させていただいておりま 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。
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

提出いただいた確認書について、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。

まず、 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。本日 はこの 栄養指 針案に おいて 、前回 ワーキ ンググ ループ の続き であり ます「 第 2章
各論：第2
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安全性に係る 知見： 2

体内動態」、こ こから御議論 をいただき まして、「第

食品健康 影響評 価」まで 終わり 次第、 最初の項 目「第 1章

総則 ：第 1

背景」に 戻り

体内 動態」及 び「 3

毒性試験 」に

たいと思います。
それでは 、まず 「第 2

安 全性に 係る知 見」の「 2

ついて、事務局から説明をしてください。
○後藤評価専門官

資料の 59ページを 御覧ください 。4行目から「 2

体 内動態」と なって

ございます。この項 目は「（ 1）」～「（ 3）」までござ います。基本 的に梅村班研 究報告
書のままでございます。
「（ 1） 」では 、原則 として 、ヒト におけ る体内 動態を 検討し た知見 を重視 すると いう
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こと。また、その 知見が十分得 られない場合 には、実験動 物種の知見 、ヒト培養細 胞等の

in vitroの系の知見を用いてヒ トでの体内動 態を予測する ということで ございます 。
14行目、15行目につき ましては、事務局で 追加をさせて いただいた 文章でござい ますけ
れども、動物を用 いた試験につ いては、添加 物指針に準ず ると記載を させていただ きまし
た。このような記載でよろしいでしょうか。御確認をお願い申し上げま す。
次に61ペ ージです。 1行目、「（2）」ですけれど も、化学形態は欄 外にビタミン 同族体
や光学異性体を想 定している旨 の記載がござ いますが、化 学形態によ る代謝・作用 の類似
点や相違点を検討する必要があるということ。
「（ 3） 」とし て、乳 児等の 集団に おける 評価を 行う際 には、 知見が ある場 合には 、そ
れらも考慮すると いうことを記 載させていた だきました。な お、「（3）」につきま して、
元の梅村班報告書 では、乳児、 小児、妊婦、 授乳婦、高齢 者等の「特 定の下位集団 」とい
う言葉が使われて おりましたけ れども、前回 までのワーキ ンググルー プで御意見を いただ
いたとおり、この 「特定の下位 集団」という 表現につきま して、より 適切な表現を 御検討
いただければと存 じます。現在 、暫定的な記 載として、単 に「集団」 という言葉で 表現を
させていただいております。
なお、 WHOの ほうで は、「 7」の脚 注に示 します とおり 、「 subpopulation」と記 載さ
れておりましたので、脚注に記載いたしました。
第4回ワーキンググループの主な意見は記載のとおりでござ います。
続きまして、毒性試験です 。62ページを御 覧ください 。3行目からで すけれども 、1段落
のみでございます 。原則として 、動物におけ る有害影響の 知見は添加 物指針に準ず るとい
う旨。また、乳児 等の各集団に 相当する動物 の知見があれ ば、それも 考慮するとい う点で
ございます。この記載について御検討をお願いいたします。
なお、北條専門参考人より、修正と文章の追記の御意見をいただいて ございます 。
67ページ の上のところ までございま すけれども、体内動 態と毒性に つきましては 以上で
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す。

それでは、まず、体内 動態から御議 論をいただ きたいと思い ます。59ページになり ます。
まず「（ 1）」で す。ヒ トにお ける体 内動態 を検討 した知 見を重 視する という ところ です
が、ここに 事務局 から 14行目、 15行 目のと ころに「 なお、動 物を用 いた試験 につい ては、
『添加物に 関する 食品健 康影響評 価指針 』第 2章

第 2『 1

体 内動態 試験』 に準ずる 。」

という文言が追加 されておりま す。ここにつ いて、特に事 前の御意見 はいただいて いない
のですけれども、 何か御意見が ありましたら お願いしたい と思います 。添加物指針 の体内
動態試験に準ずる方法で実施するという記載でよろしいですか。
北條先生、どうぞ。
○北條専門参考人

この一番下 に加えていた だいた「なお 、動物を用 いた試験」の ところ

の「動物」につい てですけれど も、次の毒性 のところにつ いては、私 はコメントを ちょっ
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と入れさせてもら ったのですが 、ここは動物 というよりは 「実験動物 」にされたほ うが、
より明確ではないかと思われます。
○頭金座長

次の 毒性試験のと ころで北條先 生からコメン トをいただ いているので すけれ

ども、「実験動物」ということでよろしいですね。ありがとうございま す。
山添先生、どうぞ。
○山添委員

12～ 13行目のとこ ろに「毒性評 価に用いた当 該動物種の 体内動態の知 見が必

要である」と書か れているので すけれども、 例えば、イヌ が実験動物 で毒性の評価 で一番
鋭敏な指標になっ た場合に、多 くの場合、イ ヌにおける体 内動態のデ ータはしばし ばない
ですよね。あるの はげっ歯類の データが多く て、そういう 場合、「必 要である」と すると
厳しいかなという 気もするので す。例えば、 「体内動態の 知見を考慮 する」くらい だった
らいいのですけれ ども、「必要 である」と書 かれると、そ のデータが ないとまずい となる
と、ほかの動物種 のデータから ある程度、推 定ができて、 経路ができ れば、ほかの 動物種
のデータも使って いいと解釈を すれば、「考 慮する」くら いではいか がでしょうか という
ことです。
○頭金座長 「必要 である」とい う非常に強い 言葉が書いて ある点につ いてのご指摘 です。
○山添委員

例え ば、イヌが最 も鋭敏な毒性 の指標になっ た場合に、 ある程度その げっ歯

類のデータからも 同様の代謝な り、そういう ことが推定で きるのであ れば、げっ歯 類のデ
ータがあってよい のではないか というような 気もするので 、必ずしも 当該動物種で ある必
要はないのかなという気がします。
○頭金座長

例え ば、ここは知 見が参考にな るとか、その くらいの表 現でもよろし いです

か。
○山添委員

そこまで緩めていただければ。

○髙橋課長補佐

山添先生がご 指摘のように 、「知 見が必要であ る」を「知見を考慮 する」

などと修正したいと考えます。
○頭金座長

そこ は今の趣旨を 踏まえて、事 務局のほうで 修正してく ださい。よろ しいで

すか。
それでは 、61ページの 「（ 2）」と 「（ 3）」 です。「 （ 2）」は 特に前回 から修正 はな
いのですが、 61ページの 4行目の「（ 3）」のところ で「乳児、小児、妊婦、授乳 婦、高齢
者等の集団」とい う、この「集 団」というの をどう表現す るかという ことで、石見 先生か
らは「特定の集団 」がよいので はないかとい うコメントを 新たにいた だいておりま す。石
見先生、御説明をいただければと思います。
○石見専門委員

この前のバー ジョンに「特 定の集団」と いう記載が あったので、 私は最

初、「ハイリスク グループ」と 意見を申し上 げたのですけ れども、必 ずしもそうで はない
ということで、「 特定の集団」 という記載の 評価書があっ たのです。 そのときに「 特定の
集団」でよろしい と考えますと 意見を申し上 げました。そ の後、「集 団」に変わっ ていま
すので、そのときの意見になります。
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「集団」ですと 、これらの人 たちの特徴を 表現していな いという印 象があります ので、
やはり特別な集団 というような 意味で「特定 の集団」のほ うがよろし いかなと今は 考えて
おりますが、サブグ ループでも何 か適切な表 現があれば、そ ちらでもよ いと考えてい ます。
○頭金座長

ありがとうございます。

意図していると ころはそんな に変わらない と思うのです けれども、 松井先生はハ イリス
クとは言い切れないという御意見ですか。
○松井専門委員

これは先ほど 石見先生がお っしゃってい ましたよう に、いろいろ な集団

がありますけれど も、その集団 が全てハイリ スクだとは限 らないので 、ここにハイ リスク
集団は入れられませんねというコメントです。「特定の集団」でよろし いと思いま す。
○頭金座長

では 、「特定の集 団」というこ とにしたいと 思います。 そのほかにも 幾つか

該当するような箇 所があります ので、該当す るところは全 てこの「特 定の集団」と いう形
で変更させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
以上が体内動態 の部分ですけ れども、体内 動態に関しま して、何か 追加の御発言 があり
ましたらお願いしたいと思います。
それでは、62ページ の3行目からの「 3

毒性試験 」です 。毒性試験 は添加物の評 価指針

の毒性試験に準ず るというとこ ろですけれど も、北條先生 から先ほど の「実験動物 」とい
うところに加えま して、もう一 点御指摘があ ると思います が、御説明 をいただけれ ばと思
います。
○北條専門参考人

まずは「動 物」を「実験 動物」に修正 したという のは、家畜の データ

などは少なくとも 評価の対象に はならないか なというので 、より毒性 試験の対象動 物を明
確にするために「 動物」を「実 験動物」とい う表現にされ たほうがよ ろしいかなと 思って
提案させていただきました。
もう一つ、なお 書きのところ も文章をつけ 加えさせてい ただいたの ですけれども 、これ
については、毒性 試験を評価す る上で栄養成 分特有の評価 に当たって の留意事項を こちら
に明記しておいた ほうが、評価 する上では適 切ではないか というので 、なお書き以 下の文
章の追加を提案させていただきました。
○頭金座長
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あり がとうござい ます。このなお 以下の文章に 関しましては、21ペー ジの「第

評 価に際 しての基 本的な 考え方」 で、 21ページ の 8行目の 基本的 な考え方 という 中に、

「その際、対照群 の設定方法に ついて」云々 というような 記載が書い てあります。 ここの
毒性試験の中でもう一度この文章を繰り返したほうがいいということで しょうか。
○北條専門参考人

そうですね 。各論的には 大分前のほう から離れて いるようなと ころに

もあるので、毒性 試験を評価す る際の本当の 注意すべき点 、確かに対 照群をどこに 置くか
というのは大事な ところだと思 いますので、 繰り返しにな りますが、 入れておいた ほうが
よろしいのではないかと思いました。
○頭金座 長

2回 繰り返 すとい うのは 、より 強調す るとい う意図 がある のかな と思う ので

すけれども。
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○髙 橋課 長補 佐

21ペー ジは まだ 御審 議い ただ いて いな いと ころ で申 しわ けな いの です

が、この記載につ きましては、 複数の項目に 関するかもし れないと考 えまして、原 案では
こちらにも記載し ているのです が、もし毒性 試験のみに関 連する事項 でありました ら、毒
性試験の項目のみ に記載させて いただく方が よいのかと考 えます。先 生方の御議論 を承っ
て、毒性試験の項 目のみに記載 するのがいい のか、総論の みに書くの がいいのか、 両方に
書くのがいいのか 検討させてい ただきたいと 思いますが、 この記載は 毒性試験のみ に記載
すべき事項と考えたらよろしいでしょうか。
○頭金座長

なお 書き以下のと ころは、毒性 試験のところ だけにかか わるのであれ ば、こ

この場所だけでいいのではないかということかと思いますが。
○髙橋課長補佐

毒性試験のみ に関すること であれば、北 條先生の御 指摘のように 毒性の

項目のみに記載をして、総論には記載しないとの方法もあるかと考えて おります。
○頭金座長

北條先生はいかがでしょう。

○北條専門参考人

そうですね 。特に対照群 の設定をどこ にするかと いうのが、本 当に毒

性試験だけが対象 になってくる かと思うので 、そういう点 では総論よ りは、むしろ 毒性試
験の各論のところだけでもよろしいかと思います。
○頭金座長

基本 的な考え方を 御議論いただ くときに、全 般に係ると いうことであ れば、

復活させる可能性 もあるかと思 いますけれど も、とりあえ ず毒性試験 のところでは 記載を
して、21ページの 基本的な考え 方のところは 削除する方針 に現時点で は考えるとい うこと
でいきたいと思います。
梅村先生、どうぞ。
○梅村専門委員

北條先生が例 示されたこと で、ふと思っ たのですけ れども、例え ば、こ

れは栄養素なので 、家畜を使っ て行っている ような試験に 遭遇する場 合も結構ある かと思
うのですけれども、その場合、それは使わないという意思を示すという ことでしょ うか。
○北條専門参考人

そうですね 。毒性試験自 体がガイドラ イン等々で は特に家畜対 象とは

していなくて、実 際に評価の際 に家畜のデー タを持ってこ られても、 例えば、ウシ などの
データが来ても胃 の構造とか、そ ういうとこ ろから違って 評価の対象に はなりがたい ので、
そういう点ではは っきりと評価 対象の動物は 実験動物を使 った毒性試 験でお願いし ますと
いう意思を示したほうがよろしいのではないかと思います。
○梅村専門委員

情報として、 どこかで拾え るような場所 はありまし たか。例えば 、ブタ

を用いた試験とか いうこともあ ると思います けれども、情 報としても 必要ないとい うこと
ですか。
○北條専門参考人

多分情報と しては参考デ ータとか、そ んな程度で 、代謝とかそ ちらの

ほうはまだ参考に なるかもしれ ないのですが 、毒性試験自 体としては 特には必要な いかな
と思います。実際 に家畜を使っ て、きちんと した毒性試験 は正直に言 って余り見た ことが
ないところがあります。
○頭金座長

どうぞ。
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○松井専門委員

今、ブタの話 が出ましたけ れども、消化 管に関して はブタが一番 、ヒト

のいいモデルにな ります。例え ば、下痢とか ですとブタの データは非 常に人間に近 いとい
うことで信頼性が 高いと思いま す。ただ、ブ タでは実験動 物という言 葉自体が曖昧 で、ブ
タは実験動物にな り得るという ことですので 、書きぶりと しては実験 動物でいいと 思いま
すけれども、ブタ は違うよとい うような表現 はまずいので 、議事録等 に残しておい ていた
だけたらよろしい かと思います 。ブタも実験 動物になり得 るわけです から、ブタは 違うと
いう表現はちょっと問題があると思います。よろしくお願いします。
○頭金座長

ミニブタは実験動物ですね。

○梅村専門委員

北條先生がお っしゃってい るのは、毒性 試験という 中でのお話な のだと

思います。ただ、 私が危惧した のは、情報と して動物の有 害影響とい う情報を切っ てしま
うのは、情報が少 ない中で問題 かなと思って 、別にここで なくてもい いのですけれ ども、
もちろんブタをそ のまま実験動 物に読みかえ ても全然問題 ないのです が、おっしゃ るよう
に、このブタの試 験は結構大切 なところがあ って、繰り返 しになって しまいますが 、消化
管のところとかは まさにそうい うことですね 。乳児に対す る毒性影響 を見る試験と して今
は注目されている 動物種なので 、その際に実 験動物化され ているブタ を使っている 試験だ
けではないような 気もしますの で、そのあた りはどこまで 。完全に排 除してしまう のは何
か問題あるかなと思ったのです。
○頭金座長

どうぞ。

○松井専門委員

基本的に家畜 として飼われ ているブタで 中毒が起こ る場合は、事 故みた

いなものですけれ ども、毒性試 験でしたらブ タを使っても 、それは実 験動物という 範疇に
は入ると思います 。ただ 、実験動 物とすると 、イヌ 、げっ歯 類というよ うなイメージ です。
この実験動物の意 味をもうちょ っと広くとっ ているという ようなこと でよろしいか と思い
ます。
○頭金座長

どうぞ。

○関野評価第一課 長

そのあた りは実際に指 針ができた後 、この指針 に書かれてあ る内容

にしたがって企業 などの要請者 が資料を整え たり、試験を 行いますの で、その際、 狭く捉
え過ぎてしまうと 、げっ歯類と イヌだけにな ってしまうお それもある し、いろいろ 集めた
文献とかでも、そ ういった家畜 に近いような ものはあらか じめ企業の ほうが資料を 整える
段階で排除されて しまった場合 は必要な情報 が得られない というおそ れもあるかな という
意味での御議論だったかなと思います。
ですので、今日の やり取りを常 に振り返っ ていれば、間違 いはないの でしょうけれ ども、
なかなかそういう わけにもいか ない。最終的 に指針ができ ると指針の みである程度 、その
解釈をしていくと いうようなこ とになります ので、その辺 の想定し得 るリスクも考 えて、
最終的には適切な表現にしたいなとは思っております。
○頭金座長

多分 これはほかの 指針での記載 内容との調整 も必要にな ってくるので はない

でしょうか。
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○髙橋課長補佐

先生方がお考 えのデータの 範囲というの は同じよう なところかと 思いま

すので、文言につ きましては、 ほかの指針な どももう一度 確認しまし て、検討させ ていた
だきたいと思います。
○頭金座長

それ では、今日の 議論を踏まえ て、他の指針 のほうも調 べていただい て、実

験動物なのか動物 なのかという ことは、また 次の会議のと きにでも議 論をいただき たいと
思います。今日はペンディングという形で収めさせていただければと思 います。
そのほかにこの毒性試験で、どうぞ。
○合田専門委員

そこでなくて いいですか 。61ページの頭の ところに「栄養成分関 連添加

物の化学形態が」 という言葉が あって、もっ と前に言わな ければいけ なかったので すけれ
ども、ここが気に なっていまし て、「化学形 態」という言 葉を一般的 に使いますか 。化学
形態ということは 、普通は価 数を言う場 合が多いです 。ヒ素の 3価 とか 5価とかとい う感じ
です。
下の 2行 を見て 、それ は「化 学的構 造」と か何か に文章 を変え れば、 より適 切かな と思
うのですが、そこ もまた例示で ビタミン同族 体と光学異性 体があって 、ビタミン同 族体は
確かにビ タミン 作用が あるか ら、 1つ のもの として 見てい ること だろう と思う のだけ れど
も、光学異性体は 活性がないも のもあった場 合にという意 味ですよね 。ラセミで試 験をし
ているけれども、 光学異性体の 逆側のものに ついての代謝 の影響もあ るからという ことを
言っているのかな と思うので、 例示もビタミ ン同族体と光 学異性体が 同格にあるの ですか
というのがよくわからなかったのですが、そこはどうなのですか。
例として化学的 構造という意 味から言うと 、ビタミン同 族体も光学 異性体も同じ 意味な
ので、それはそれ でいいのです けれども、実 際上、ここで 考えるべき 利用性、有害 性に影
響する可能性があ るという場合 の光学異性体 が利用性、有 害性に影響 する可能性と いうの
は、多分試験をや るときにたま たまラセミで やっているか ら、ラセミ の逆側のこと も意識
しなさいよねとい う、そういう 意味でここは 光学異性体を 入れられて いるのですよ ね。こ
こは違いますか。そこがわからなかったのです。
○頭金座長

柴田先生、どうぞ。

○柴田専門委員

今は、毒性試 験に使うとき のビタミンは 活性を持つ ものだけです 。光学

異性体の混合物ビ タミンを使う ことはまずな いのではない でしょうか 。例えば、ビ オチン
を使うとき だって D-ビオ チンしか 使わない でしょう し、L 型などは 使わない でしょう し、
アスコルビン酸で もL -アスコル ビン酸を使う と思います。 これの意味 するところは 合田先
生が言われたよう な、ビタミン 同族体によっ て体内運命と か毒性が違 うということ を主に
意味していることではないのかなと思います。
○合田専門 委員

60ペ ージの 一番最 後の「（ 6）」に 「被験物 質がラ セミ体 である場 合に

は、それぞれの光 学異性体の体 内動態につい ても」という 言葉がある ので、ここか らこれ
を持ってこられた のかなと思っ たのだけれど も、被験物質 がラセミ体で あるというこ とは、
逆側のほうは多分 活性がないも のであったと しても、そう いう意味で 光学異性体を 持って
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こられたのかなと 。だから、実 際にはほとん どないのであ ったら、こ の「光学異性 体など
が想定される」と いう、この光 学異性体は外 したほうがい いかもしれ ないです。私 はここ
の想定されているところが何であるかわからないので。
○柴田専門委員

それはビタミンだけに言えば、ということですよね。

○吉田専門委員

私がセレン屋 という立場か ら物を言いま すと、セレ ンの分野では 化学形

態と言っている場 合は、亜セレ ン酸とセレノ メチオニン、 セレノシス テイン等々の 違いを
言っております。 光学異性に関 して言います と、セレノメ チオニンは 長らくL-セレ ノメチ
オニンがなかなか 試薬として手 に入りません でしたので 、恐らく 1990年あたりまで の研究
は全てDL -セレノ メチオニン でやって います。も っと困る のは D-メチオニ ンとL -メチ オニ
ンの生体での作用は栄養学的にはほんどと同じだと理解されているので す。
D-アミノ酸 オキシダー ゼで代謝され て、結果的には等し くなるとい うことがたし かあっ
て、多分、今 現在は余 り化学形 態という 言い方は言 わずに、 「chem ical species」と いう
言い方を今 の若い 人たちは してい ると思い ます。 私たちは 「chem ical form 」と論文 では
書 い て お り ま し た け れ ど も 、 今 の 若 い 研 究 者 た ち は 「 chem ical species 」 あ る い は
「molecular species」という分子種 という言い方 をされるよう になってい ます。化 学形態
と言っているとき には、何かに 結合している ようなものま で全部入っ てしまうので 、結合
体と遊離体とか、 そういうのも 全部含めての 化学形態だろ うと思うの です。意味合 いとし
て、かなり漠然と しているのが 化学形態で、 分子の構造が 明らかに違 うという場合 は分子
種というような言 い方を今は多 分していて、そういう人た ちが多くなっ ていると思い ます。
○合田専門委員

分子が違えば 、分子種は一 番明確ですね 。もっと広 く言うと、い ろいろ

な意味合いを含ま せたかったら 、化学的構造 というのが広 いと思った のです。私は 分子種
でも意味はわかり ますけれども 、今、吉田先 生が言われた ことでした ら、光学異性 体その
もので同一のよう な活性がある 場合もあり得 るということ であれば、 ここは光学異 性体が
あってもおかしく ないと思いま す。そこが片 側の逆は活性 がないのに という、そち らの代
謝だけという意味だったら、ここに脚注があるとまずいかなと思ったの です。
○頭金座長

いかがでしょうか。脚注の例示も含めて。

○合田専門委員

そういう意味 であったらわ かります。化 学形態とい う言葉を何か に変え

たほうがいいと思います。
○頭金座長

分子種が適当なのですか。

○合田専門委員

わかりません 。どこまでを 意味合いに広 げられるか 、どういうニ ュアン

スを持たせるかによって違うと思います。
○髙橋課長補佐

想定している ものとしては 、ビタミンで あれば、例 えばエステル 体がご

ざいます。また、 セレンであれ ば、亜セレン 酸やセレン酸 などがござ います。また 、現在
流通している添加 物では、DL体と されている ものがいくつ かあるのかと 思います。これら
の場合を想定して 「化学形態」 と使わせてい ただきました 。ただ、文 言がよろしく ないよ
うであれば、修正したいのですが、分子種とさせていただければよろし いでしょう か。
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○合田専門委員

化学種に変えますか。

○髙橋課長補佐

また、脚注は 例示を記載し ておりますの で、余り想 定されないよ うなも

のであれば、例示 から削除した いと思います 。つまり、光 学異性体が 例示として適 切でな
ければ、 ビタミ ン同族 体を想 定し、 例示の 1つとし て同族 体のみ を残す という ふうに させ
ていただきたいと思います。
○頭金座長

どうぞ。

○柴田専門委員

要はきちんと これだという 化学構造式が 特定できれ ばいいのでは ないか

と思います。例え ば、パントテ ン酸と書いた ときには、ほ とんどパン トテン酸カル シウム
を使って いると 思うの ですけ れども 、たま には違 うもの もある のです が、 1つ の化合 物に
きちんと特 定できれ ばいいで すね。例 えば、 先ほどの DL -メチオニ ンなのか 、L -メチ オニ
ンなのか、リジン でも通常はリ ジン塩酸塩を 使います。そ れをリジン と書かれると 困りま
すね。きっちりと しっかり書き なさいよとい うのをどうや って書くの かが重要です ね。総
論で書いてあれば、それでいいのではないですか。
○吉田専門委員

要は文献を読 まれるときに 、どの構造の ものを使っ ているかをき っちり

確認しましょうということでしょう。
○髙橋課長補佐

例えば、リジ ンとリジン塩 酸塩であれば 、諮問は「 リジン」であ っても

化学形態が異なる 「リジン塩酸 塩」の知見も 使えるかどう かという場 合が想定され ます。
添加物の諮問です ので、諮問す る物質が何で あるかは、特 定されてい ます。他にも 、ご指
摘の、パントテン 酸カルシウム とパントテン 酸ナトリウム の知見を同 じように参照 できる
かという場合もあるかと思います。
○合田専門委員

少なくとも化 学形態という のは曖昧で、いろいろなと られ方がある ので、

それはやめたほう がいいと思い ます。私は化 学種でも分子 種でも全然 構わないです 。それ
は何を表している かという、分 子種と言った ら完全に分子 の差を見ま すから、それ はそれ
でいいのかもしれ ないです。た だ、塩の差を そこまで言え るかと言わ れると、分子 種と言
ってしまうと違い ますよね。そ れだったら化 学種ですかね 。私は化学 的構造という のは一
番明確だと思いま す。そういう 意味で言った ら、構造が違 うというこ とですよね。 塩とあ
れはフリー体も構造が違いますから。
○頭金座長

どうぞ。

○池田評価情報分 析官

そうし ますと、分子 種よりも化学 種と言った ほうが、塩な ども入

る広い概念になる という考えで いいですか。 もしそうであ れば、塩違 いなどもある と思い
ますので、入る表現にしておいたほうがいいのかなと思っております。
○合田専門委員

今、議論をし ていれば、化 学種でよさそ うな気がす るのですが、 化学種

という言葉が出て きたときに誤 解が出るので はないかと思 います。化 学種の言葉は どこで
定義されているの ですかという ことですよね 。化学形態と いうのは言 葉が定義され ていな
いのです。化学種 も定義されな いから、そう いう意味から 言うと、化 学的構造とか いう言
葉がケミストにはしっくりきます。定義されている言葉と合わない気が するのです 。
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我々は化学形態 が違うとか言 うと、価数が 違うとかいう ところに飛 びます。もと もとは
こういうものでも 3価 のものと 5価のも のとかが当然 あって、先生が言 われたように セレン
と亜セレン酸とか 、そういう場 合も当然あり ますから、そ の辺のイメ ージが出てく るので
す。ただ、形態が違うというのは何なのだろうなと思ってしまいます。
○頭金座長

どうぞ。

○吉田専門委員

特に栄養素の 中で、恐らく 構造がわかっ ていないよ うなときに、 きっと

何かが違うのだろ うという、す ごく漠然とし た、こういう 表現をとっ てきたと思い ます。
食品中でどんな形 で存在してい るのかが、食 品の種類ごと によくわから ない。そうす ると、
それは構造が違う のか、何か違 うのかもよく わからないの だけれども 、この食品の 中のこ
れと、この食品の 中のこれはど うも作用が違 う。それは何 か化学的な 雰囲気のよう なもの
が違うという、も のすごく漠然 とした意味で 使ったのだと 思います。 ここでは初め から構
造がはっきりした ものが必ず相 手になります から、そうい う意味では 化学構造とか 書いて
いただいたほうが すっきりする と思います。 だから、合田 先生が言わ れるものが、 ここの
委員会での使い方 としては一番 いいだろうと 思います。化 学形態と言 ったときはす ごく漠
然として、構造が 実はわかって いないものに 対して化学形 態などとい う曖昧な表現 をとっ
てきたということです。
○頭金座長

どうぞ。

○池田評価情報分 析官

大体御 議論は出尽く したかと思い ますので、 今の御議論を 踏まえ

て、誤解のないよ うな形で書き 方を考えさせ ていただきた いと思いま す。ありがと うござ
いました。
○頭金座長

それ では、今の議 論を踏まえ て、化学的な 点と栄養素 の点の 2点を踏ま えて、

適切な言葉を事務局で考えてみてください。
そのほかに体内 動態と毒性試 験のところで コメントがあ りましたら お願いしたい のです
けれども、よろしいでしょうか。
それでは、次の「 第3

一日摂取量 の推計」について御議 論をいただ きたいと思い ます。

事務局から説明をお願いします。
○後藤評価 専門官

67ページ を御覧 ください 。「第 3

一日摂 取量の 推計」 です。本 項目

は1パラ グラフのみと なっておりま す。3行目に ございますよ うに、摂 取量の推計値 が過小
にならな いよう に留意 すると いう旨 が記載 されて おりま す。ま た、 4行 目から でござ いま
すけれども、栄養 成分関連添加 物の使用量を 乗じて求める 、いわゆる 添加した添加 物とし
ての量。そして、 バックグラウ ンドとしての 食品等から摂 取する量を 合わせて推計 すると
いう旨が記載され てございます 。また、一般 に栄養素は摂 取量分布が 対称形になら ないと
いうことが知られ ておりますの で、その平均 値のみならず 、中央値や 分布を検討す るとい
う旨を記載させていただいてございます。
12行 目、 13行目で すけれど も、事務 局で 1文追 加をさせ ていただ きました 。推定一 日摂
取量は最新の食安 委決定に基づ く平均体重を 用いるという 旨を追記さ せていただい てござ
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います。現在は55.1kgでござい ます。
68ページ に移らせてい ただきまして、本日 御欠席ですけ れども、上西先生 から、過小だ
けでなく、過大は考 慮しなくても よいのでし ょうかという 御意見をいた だいてござい ます。
また、その下の 四角囲みです けれども、摂 取量の推計の 項目につい て、そのほか に何か
追記するべき記載等がございましたら、御検討をお願いいたします。
「第3」については以上です。よろしくお願いいたします。
○頭金座長
「第 3

ありがとうございます。

一日摂 取量の 推計」 ですけ れども 、事務 局から の追加 として 、推定 一日摂 取量

は平均体重、最新 の食品安全委 員会で決定し た平均体重を 用いて推計 するという部 分が追
加されております。
上西先生 から、 67ペ ージの 4行目「摂 取量の 推計値 が過小に ならな いよう に留意す る」
というところは、 過小だけでは なくて、過大 という言葉は 要らないの かというコメ ントを
いただいております。
これらにつきま して、御意見 をいただけれ ばと思います けれども、 いかがでしょ うか。
このガイドライン は基本的には 最大量を評価 するためのガ イドライン で、そうする と過小
のほうを留意する のであって、 過大のほうは 上限量を決め るときには 関係ないかと 思った
のですけれども、いかがですか。
○柴田専門委員
○頭金座長

過大というのは、入れる必要はないということでよろしいですか。

○柴田専門委員
○頭金座長

そのとおりだと思います。

そう思います。

平均 体重は最新の 食安委で決定 したものを使 うというこ とでよろしい ですね。

○柴田専門委員

食事摂取基準 に参照体重が ありますが、食安委にきち んとあるので すね。

○髙橋課長補佐

食品安全委員 会では、現在は 55. 1 kgを使うことと しております が、先生

の御指摘のとおり参照体重がございますので、これも含めて御検討をお 願いいたし ます。
○頭金座長

松井先生、どうぞ。

○松井専門委員

事務局にお伺 いしますけれ ども、食安委 で基準にし ている平均体 重は特

定集団ごとに例え ば、何歳くら いの子供の体 重というのは ありますか 。それでした ら、ど
ちらでも。
○柴田専門委員
○後藤評価 専門官

いっぺん見たいのですけれども、どれですか。
69ページ の 1行目の 下の四 角囲み に参考と して記 載をさ せていた だい

てございます。国 民平均は 55. 1 kg、高 齢者は 56. 1 kg、妊 婦は 58.5 kg、小児は 16. 5 kgとさ
れております。
○柴田専門委員

細かい値では なくて、こう いう値なので すね。わか りました。意 見を訂

正します。これでいいのではないでしょうか。
○頭金座長

国民 健康・栄養調 査のほうに関 わられている 先生方がど うお考えにな るかと

いうことだと思うのですけれども、どうぞ。
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○佐藤委員長

こ れは農薬のば く露評価に使 うのに厚生労 働省で決め たものを採用 したの

だと思うのです。 今、柴田先生 がおっしゃっ ていたのは、 国民健康・ 栄養調査で実 態に基
づいたものですか。
○柴田専門委員

瀧本先生のほうがよく御存じです。

○瀧本専門委員

食事摂取基準 の場合は、最 新版は平成 22、23年の国民 健康・栄養調査の

値から求めた参照体重ということになります。
○佐藤委員長

対象者から求めたものですよね。

○瀧本専門委員
○佐藤委員長

そうです。
分布とかもあるのですよね。

○瀧本専門委員
○佐藤委員長

全部あります。
こ れは考えたほ うがいいので はないですか 。政府機関 で別個のもの を使う

というのはよくな いと私は思っ ているのです 。たまたま何 かこういう ふうにはなっ ている
のですけれども、 それぞれのき ちんとした明 確な理由があ るのだった らともかく、 そうで
なければ、できる だけそろえて おいたほうが いいのだとず っと思って います。農薬 の場合
には今までの経緯 からあるから しようがない のかもしれな いのだけれ ども、これは 別個検
討させてもらったほうがいいのではないですか。
○頭金座長

どうぞ。

○関野評価第一課 長

今、御紹 介したように 69ペー ジのボック スに書いてあ る平成 26年に、

いろいろな調査会 に分かれて評 価を我々は行 っている中で 、体重でよ く割り返して 評価を
しますので、まち まちではいけ ないというこ とで、この段 階で整理を しています。 したが
って、この問題は 栄養成分のワ ーキンググル ープだけの問 題ではない ということも 言えま
すので、事務局と 食品安全委員 会としてはど うするかとい う扱いにす るしかないの かなと
思っております。 いずれにして も、食品安全 委員会が決め た数字が厚 労省の使って いる、
厚労省でも幾つか 数字があるよ うなのですけ れども、そち らに準ずる のか否かにか かわら
ず、食品安全委員 会の判断とし て何を平均体 重とするかと いうことで 言えば、指針 の中の
表現としては多分 いまのままで いいと言える かもしれませ ん。具体的 にどの値を使 うかと
言った問題提起があったのかなという気がしました。
○頭金座長

柴田先生、どうぞ。

○柴田専門委員

栄養素の場合 は年齢階層ご とに記載され た参照体位 を使用して算 定され

ます。しかし、こ ちらの安全性 の指針の場合 は、このよう にほどよく というほうが 現実的
ではないのかなと 思うので、こ れはうまいこ とできている なというの が見たときの 感想で
す。予習していなくて済みません。よくできているなと思います。
○佐藤委員長
○頭金座長

ただ、小児などは1～6歳というのはちょっと乱暴 だと思うので すよね。
では 、表現として は親委員会で ある食品安全 委員会が決 定した数字を 使うと

いうことでよろしいでしょうか。
○佐藤委員長

済 みませんけれ ども、そうさ せていただけ れば、あり がたいと思い ます。
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それとともに、国 民健康・栄養 調査で出した ものがこれと どうなのか というのを検 討させ
ていただいて、年 齢でまとめて しまった場合 に余り大きく 違わなけれ ば、とりあえ ずはこ
れでもいいかなと は思うのです けれども、先 の課題にさせ ていただい たほうがいい のでは
ないかと思います。
○頭金座長

表現 としては、最 新の食品安全 委員会決定に 基づく平均 体重を用いて 推計す

るというような表現でよろしいですね。
以上の点以外に も追加すべき 記載等があり ましたら、御 指摘をお願 いしたいとい う事務
局からのお願いですけれども、何かございますでしょうか。
それで は、な いよう でした ら、次 の「第 4

食品 健康影 響評価 」につ いて御 議論を いた

だきたいと思います。事務局から説明をしてください。
○後藤評価専門官

69ペ ージの 4行目「第 4

食品健康 影響評価 」です 。「 1」～「 8」まで

分かれてい ますけ れども 、「 1」～ 「 7」につ きまし ては梅 村班報告 書から の記載、 「 8」
につきましては事務局で作成をさせていただいた記載でございます。
69ページ の5行 目からが「1」になり ます。食 品健康影響評 価は、ヒ トにおける知 見及び
推定一日摂取 量を踏まえ て、総合的 に評価す ることを基 本とする という旨。 ADIの設 定に
ついては、ヒトにおける知見から求めるという旨が記載されてございま す。
70ページ に移らせてい ただきまして、そうは言っ ても、ヒトにお ける知見から のN OAEL、
LOAELが 設定できない 場合には、HOIと実験 動物のデータ を合わせて 検討すること ができ
るという旨の記載がございます。
5行目 からは、HOIと 動物から求め る ADIの 比較について 、記載をし ている文章で ござい
ます。
10行目 、11行 目に波線を引 かせていただ きました 。「ただ し、ヒト および実験動 物にお
ける知見の何れに おいても有害 影響が認めら れない場合に は、ADIを設 定する必要は ない」
という文章 でござ います 。ここに つきま しては 、梅村班 報告書 の脚注 「9」、 71ペー ジの
一番下に ござい ますけ れども 、ここ の記載 に対す る第 4回 ワーキ ンググ ループ の御意 見を
踏まえ、脚注を追記してはどうかという提案をさせていただいてござい ます。
具体的には、「 有害影響が認 められない場 合」の「場合 」に脚注の 番号を振りま して、
例えばの文章です けれども、有 害影響に関す るデータが全 くない場合 とヒトにおけ るデー
タ、何かそのベネ フィットに係 るようなデー タはあるのだ けれども、 有害影響は出 ていな
い、有害影響は認 められない場 合は異なるこ とに留意が必 要であると いう文章でご ざいま
す。脚注として記 載するほうが よろしいかど うかについて 御検討をお 願いできれば と存じ
ます。石見先生からは、脚注は必要と思いますというコメントをいただ いてござい ます。
次ですが 、御議 論をい ただきた い点が ござい まして、 72ペ ージで す。 1行 目の下の 四角
囲みですけれども 、評価に用い られる指標に つきまして、 今のところ の記載では、 梅村班
報告書のまま ADIを用いさせ ていただい ておりますけ れども、ADI、UL、UL Sのど の指標
を用いるべきかに つきまして、 御検討をお願 いいたします 。なお、ど の指標を用い るのか
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を決めずに、例え ば、栄養素の 特性を考慮し 、それぞれの 栄養成分関 連添加物の評 価の際
に、その都度検討 するといった 考え方もあろ うかと存じま すので、併 せて御検討を お願い
いたします。今回は石 見先生からは ULがいい と考えますと いう御意見 をいただいて ござい
ます。第4回ワーキンググループの際の御意見につきましては 、記載のとお りです。
もう一点、ここの記載 につきまして、御議 論いただきた い点がござ います。74ペ ージの
1行 目の下 の四角 囲みで す。食 品安全 委員会 の方針 につき まして 、現在 の記載 では、 梅村
班報告書の記載と させていただ いております が、そういっ た評価方針 でよろしいで しょう
か。御検討 をお願 いいた します。 第 4回ワ ーキング グルー プの際 には、 75ペ ージの下 にご
ざいますように、 上西専門委員 より、基本的 にその案でよ いと思いま すという御意 見をい
ただいております。
次に移らせてい ただきます 。76ページの 2行目 です。「 3」としまして 、HOIに関 する留
意事項を記載し てございま す。HOI由来の ADIとい うのは通常 のN OAELやL OAEL 由来の
ADIと異な る指標で あるとい う旨。ま た、通常の NOAELやL OAEL 由来の ADIよりも 一般
的には低くなると考えられる指標であることに留意するという記載でご ざいます。
ここに つきま しても 、 1点御 議論を いただ きたい 点がご ざいま す。今 のとこ ろの記 載と
しては、梅村 班報告書の 記載を書 かせてい ただきまし て、HOIから ADIを 求めるとい う記
載にな って おり ます。 ただ し、 WHOのほう では 、HOIはHOIと して 示す、 つま り、 ADI
に変換しないとい う旨の記載が ございました ので、どちら の方針とす るのか御検討 をお願
いいたしま す。第 4回ワー キンググ ループ の際には 、ここ に記載 のとおり 、 77ページ に移
りますけれども、石見先生と伊 吹先生は HOIから ADIもし くはULと する。柴田先 生はHOI
はHOIのまま示すという御意見をいただいてござ います。
77ペ ージの 下、「 4」 でござ います。 メタア ナリシ スから得 られた 知見を 重視する とい
う記載が ござい ます。 5行目の 終わり に「適 切な安 全係数 を適用 する必 要があ る」と いう
記載がご ざいま す。ヒ トにお ける必 要量の 脚注「 8」をつ けさせ ていた だきま して、 日本
人の食事摂取基準 では、その必 要量について 推定平均必要 量、推奨量 又は目安量と されて
いるという旨を記 載させていた だきました。 このような記 載でよろし いかどうかに つきま
して、御検討をお願いいたします。
この項 目につ きまし て、 2点 御議論 をいた だきた い項目 がござ います 。波線 の「メ タア
ナリシス」です けれども、他の論文、他の知見と同 様に「 A」～「 C」の分類を行う かどう
かということ。ま た、どれに該 当するのかは 、その報告に よって異な ることになる のかど
うかということ。例 えば「 B」評価に分 類されたメタ アナリシスと「 A」評価に分類 された
RCTに 関する論文が あった場合 には、どちら をより重視す るのかとい う旨を整理を いただ
きたいと存じます 。石見先生か らは、メタア ナリシスは「 A」～「 C」分類は必要な いと考
えますという御意 見。また、RCTの上位にな ると考えます という御意 見を今回いた だいて
ございます。
2つ目の 議論点 です。 下の四 角囲み で、現 在の記 載では 安全係 数を記 載させ ていた だい
15

てございますが、 安全係数とす るのか、不確 実係数とする のか、又は 併記するとい った案
もあろう かと存 じます けれど も、御 検討を お願い いたし ます。 第 4回ワ ーキン ググル ープ
での御意見につきましては、78ページの下から記載 されていると おりです。
次に 80ペー ジの 3行目 です。 ここにも 化学形 態とい う言葉が 出てき ますの で、ここ は先
ほどの議論と連動 して語句を統 一させていた だきたいと思 います。そ の化学形態に よって
大きな相違が あるとする 科学的根拠 がある場 合には、そ れぞれ異 なる ADIを設定する とい
う旨が「5」で、「 6」が厚労省 の食事摂取基 準において上 限量が示さ れているもの につい
ては、その値、背景データ等も考慮するという記載でございます。
「 7」に つきま しては 、乳児 等の各 集団に おける 知見を 重視す るのだ けれど も、特 別な
エビデンスがない場合には、動物の知見を用いるという旨が記載されて ございます 。
ここにつ きまし て、 1点 御議論を いただ きたい項 目がご ざいま す。 13行目 の下のと ころ
ですけれども、各 集団間の上限 値の換算、例 えば、成人の 上限値から 小児に適用す るため
の上限値への換算 につきまして は、特に本文 には記載がな いのですけ れども、特に 記載す
る必要がないかどうか御検討をお願いいたします。
続きまして、 83ページです。 2行目の「 8」でございます。この 項目のみ、事務局 で追記
をさせていた だきました 。動物試験 に基づく ADIの設 定等に係 る考え方は 、添加物指 針に
準ずるという記載 をさせていた だいておりま す。この記載 でよろしい かどうかにつ きまし
て、御確認をお願いいたします。
「第4」につきましては以上です。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す。

それでは 、「第 4

食品健 康影響 評価」 ですが、 項目と して「 1」 ～「 8」 まであり ます

ので、順に御議論をいだたければと思います。
69ページ の5行 目からの「1」です 。この食品 健康影響評価 は、ヒト における知見 及び推
定一日摂取量を踏 まえて総合的 に評価するこ とを基本とす るというこ とですね。原 則とし
てADIの設定 は、ヒトにお ける知見に より求められ るN OAEL又は LOAELを根拠に 行うと
いうことです。
続いて 、「 2」 のほう もあ わせて 御議論 をいた だきた いと思 います 。ここ でHOIと いう
考え方、有害影響 が認められな い場合のこと が70ペ ージの 10行目から 書かれており ますが、
有害影響が認 められない 場合には ADIを設 定する必要 はないと いうことが 記載されて おり
ます。
この「 1」 と「 2」 に関しま して、 御議論を いただ ければ と思いま す。「 2」のとこ ろの
波線に関しまして は、脚注を 入れてはど うかというよ うな事務局か らの案です 。70ページ
の10行目、11行目の文章 については脚 注を入れて、有害影 響に関する データがない 場合と
ヒトにおけるデー タが得られて いるものの有 害影響が認め られない場 合は、異なる ことに
留意が必要である という脚注を 入れてはどう かという提案 があります 。石見先生の ほうか
らは、脚注が必要 と思いますと いう御意見を いただいてお りますけれ ども、石見先 生、御
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説明をいただければと思います。
○石見専門委員

有害影響が認 められないと いう事実はそ の時点にお ける事実です し、こ

こに有害影響に関 するデータが ない場合と、あるけれども、有害影響が 認められない 場合、
いろいろ な場合 がある と思い ます。 ですか ら、た だこの 2行目だ けでは 余りに も説明 不足
ではないかと考え まして、この ような脚注プ ラス、次のペ ージにも書 いてあります けれど
も、71ページの一 番上の四角の 一番下ですが、現時 点では、この有害 影響はないが という
ようなニュアンスの言葉を入れたらいかがかと考えました。
○頭金座長

石見 先生としては 、70ページの四 角囲みに書い てある脚注の 案に「現 時点で

は」という言葉を追加して、脚注を入れればいいのではないかというこ とですか。
○石見専門委員

適切な文章が 今すぐには思 い浮かばない のですけれ ども、将来的 にはあ

るかもしれないの で、現時点で はないという ニュアンスの 言葉を入れ たほうがいい かと考
えました。
○頭金座長

ありがとうございます。

この脚注についてはよろしいですか。
○松井専門委員

脚注で具体的 に言いますと 、この「ヒト におけるデ ータは得られ ている

ものの有害影響が 認められない 場合」という のはどういう ことを指す のか、私には イメー
ジができなかったです。
○石見専門委員

例えば、生化 学データが変 わって影響が あっても、 正常範囲内に は収ま

っているが、ある 程度は影響が ある場合とい うか、そうい うようなこ とかなと私は 判断を
しました。
○頭金座長

よろしいですか。

○松井専門委員

まず、有害影 響の定義が問 題になると思 うのですが 、あとでこれ はまた

議論になるかもし れませんけれ ども、恒常性 の範囲内で変 動した場合 、これは有害 影響で
はないと書かれて いますが、そ れでも場合に よっては意味 があるデー タととるとい うこと
でしょうか。
○頭金座長

これ は前回、ヒト における評価 のところで議 論しました よね。それを 踏まえ

て考えると、ヒト におけるデー タは得られて いるものの有 害影響が認 められない場 合とい
うのは、ないというお考えですか。
○松井専門委員

今、石見先生 がおっしゃっ たのは、まさ にこの場合 になりますね 。です

から、申しました ように、一番 初めのカテゴ リーでしたか 。恒常性の 範囲内だけれ ども、
過剰の影響が見られる場合と全く見られない場合は区別するということ ですよね。
○梅村専門委員

それは評価の 根本が違うよ うな気もしま す。そのた めに有害影響 を定義

したのですよね。「3」から以上を。
○吉田専門委員

現実の問題と して、ヒト及 び実験動物に おける知見 のいずれにお いても

有害影響が認めら れないという ケースはあり 得るか。要す るに文献検 索をして実験 動物の
データでも全く有 害影響の報告 がない、そう いう化学物質 というのは そもそもここ で上っ
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てくるのですか。 そもそも論 です。多分、 HOIを使うとい うものは動物 実験では有 害だか
らというデータは あるけれども 、人間ではそ ういうデータ がなかなか なくて、最大 でここ
までとってい る集団がい るという ことで、 そのHOIを使 って ADIか何かに しようと考 えて
おられるわけでし ょう。という ことは、その 前提としては 、動物実験 においては何 らかの
有害のデータがあ るわけでしょ う。実験動物 においても有 害性がない という、そん なもの
がそもそもここに 上ってこない のではないか と私は思いま す。もちろ ん添加物でど んなも
のが来るかはわか らないのだけ れども、ここ で余りここの 表現にこだ わってもとい う気が
私はします。
○髙橋課長補佐

過去の評価書 のうち、ビオ チンにつきま しては、有 害影響があっ たと御

判断いただいた知 見が余りなか ったのではな いかなと思い ます。この ように、例え ば、水
溶性ビタミンなど で実験動物に おいて有害影 響が認められ ないような ケースもあり 得るの
かなと考えており ます。したが いまして、こ の脚注の有害 影響に関す るデータがな いとい
うのは、データが 何もないとい う意味でござ いまして、こ のデータが 何もないとい う場合
と、データがあって有害影響がないという場合とは区別したいというこ とでござい ます。
○頭金座長

有害影響とは限らないということですね。

○髙橋課長補佐

データ自体がない場合ということでございます。

○柴田専門委員

「有害」はとってしまったらいいのではないですか。

○頭金座長

生体影響に関するデータがない場合ということですか。
私の 理解で すが、 1個は有 害影響 のデー タが完 全にな い場合 と、何 かし

○高須専 門委員

らのデータがある のだけれども 、有害影響が 判断できない 場合という のがあるので はない
かということだっ たと思うので すが、それと データがない というのは 違うというの が、こ
ういう表現の始まりだったと記憶をしているのですが、どうでしょうか 。
○頭金座長

どうぞ。

○池田評価情報分 析官

判断で きない場合と いうのは、何 か具体例か 何かが挙がっ ており

ますでしょうか。
○梅村専 門委員

試験 はある けれど も、そ れが「 3」まで 行くよ うな有 害影響 と思わ れる

ものがないという 場合と、試験 そのものがな いということ を分けたか ったというこ とです
よね。
○高須専門委員

そうですね。

○松井専門委員

もう一つは、 報告としては 有害影響とな っているけ れども、エキ スパー

トジャッジの結果、それは有害影響とは認めなかった場合ですか。
○髙橋課長補佐

今の松井先生 のご指摘の場 合は、評価結 果としては 、有害影響は ないと

いうことで整理さ れるのかもし れないと考え ます。ただ、 判断できな いままで最後 に残る
ことがあるのかと いうことにつ いては、最終 的にどこかの 段階でどち らかにエキス パート
ジャッジされると考えることは可能でしょうか。
○梅村専門委員

「3」まで行かな いような影響 は有害影響で はないのだか ら、ADIを設定
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する必要はないとなるわけですよね。
○髙橋課長補佐

最終的な評価 の段階まで来 るまでに、各 知見につい てエキスパー トジャ

ッジをしていただ いて、有害影 響なのかそう でないのかど ちらかに分 類されている のかと
思いますので、こ の脚注が関連 する段階では 、判断できな いまま残っ ている知見は ないの
ではないかと思うのですが。
○梅村専門委 員

その実 験データそ のものが ないときに 、それを ADI設定 なしにする わけ

にはいかないということですよね。そういう趣旨ではないですか。
○高須専門委員

それはそうですね。

○髙橋課長補佐

そうしますと 、脚注はつけ るのですが、 書きぶりに ついて、有害 影響で

はなくて、生体影 響などに修正 し、また、デ ータがない場 合について 明確になるよ うに修
正させていただければ、よろしいでしょうか。
○梅村専門委 員

有害影 響はないけ れども、 生体影響が ある場合 は ADIを 特定するの です

か。ないのでしょう。 だから、「 1」、「 2」は有害影響 がないと考え るのですよ ね。肝肥
大だけでとってし まっているの と同じような ものでしょう 。それはや ってはいけな いです
よね。
○頭金座長

梅村先生、 まとめてい ただけま すか。デー タが何も ないときに ADIは設 定し

ないということはないということは、明確なことですよね。
○梅村専門委員

それを例外としたいだけです。

○頭金座長

山添先生、どうぞ。

○山 添委 員

今の 部分 で デー タが 基本 的に ない 場 合は いい です よね 。あ る 場合 のと きに

「3」はないけれども、「2」がある場合にどうする かということ ですよね。
○梅村専門委員
○山添委員

それはなしにする。

なし にするのです けれども、過 去の事例で例 えば、具体 的に言えば、 セレン

のときのSODの活性 で血清のほう には影響が ない。でも、血球のほうに 若干影響があ って、
そのデータをとっ ているわけで すよね。では、実際に生体に 及ぼす影響 を考えた場合 には、
血清にも出ていな いので、実際 にはほとんど ないわけです 。だけれど も、それがセ ンシテ
ィブなマーカーで あって、恐ら くその辺がボ ーダーであろ うというと ころで、それ を利用
しているような例 も過去にはあ るのですよね 。そういうこ とがあるの で、ゼロにし ていい
のかどうかというところは微妙だなということです。
○池田評 価情報 分析官

結局 そのと きは御 判断で 、あの 知見は 「 3」と 整理し ている とい

うふうにとるのだと思います。
○山添委員

それ は「 3」と判断し たけれども 、事実上、海 外の文章を よく読んでみ ると、

ほとんど 影響が ないと 判断は 書いて いるわ けです 。それ は「 3」 にとっ たけれ ども、 イン
ターナショナルに見るとどうかというのは疑問もあるところがある。
○頭金座長

どうぞ。

○松井専門委員

もう一度、41ページで 復習してみた いと思います。41ペー ジの 16行目で
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すけれども 、「 2」でも ADIのための有 害影響と場合 によっては できる 。ここはのり しろを
ちゃんとつけてい るわけですよ ね。ですから 、そこは大丈 夫なのです けれども、先 ほどの
議論でデータ が全くない 場合は何だ かわから ないわけで すから、 ADIを設 定しないと はな
かなか言えないと思います。
ただ、 前回議 論にな りまし た最高用 量N OAEL でした か。その ような データ は必ず 栄養
成分の場合はある と思います。 基本的に要求 量を調べる試 験というの は用量を変え て試験
をするわけです。 その中には、 かなり高めの 群も存在して いるという ことはあると 思いま
す。ただ 、その ときの 最高用 量NOAELが 適切か どうか というの は、ま た別の 話だと 思い
ます。データは必ずどこかにはあります。適切かどうかは微妙なところ です。
○梅村専門委員

要は、ここは データが全く ないときのこ とだけ言及 すればいいと いうこ

とではないですか。
○高須専門委員

説明が不足し ており済みま せん。私も今 の梅村先生 の御意見で、 結局有

害影響が認め られない場 合のうち、 データが ないという 場合に ADIを設定 しないとい う判
断はしてはだめだということが一番大事なポイントになるのだと思いま す。
○髙橋課長補佐

そうしますと、脚注につい て、何と何が異 なるという 書きぶりでは なく、

例えば、先生 がおっしゃ ったように 、データ がない場合 にそのま ま ADIを 設定しない と考
えてはならない、 というような 主旨がわかり やすい文章で 修正するよ う検討させて いただ
くということでよろしいでしょうか。
○頭金座長

この波線の 部分が、そ のデータ が全くない 場合でも ADIを設 定しなくて いい

ですというわけで はないという ことをわかる ような文章で 、事務局の ほうで今の議 論を踏
まえて、案を考え てみてくださ い。脚注のと ころはそのよ うにさせて いただきたい と思い
ます。
それ以外 に、こ この部 分で大き な問題 があり まして、 69ペ ージの 「 1」の ところで 原則
として ADIの設定云々 ということ があって 、ここは梅 村班の文 章をそのま ま持ってき て、
ADIと使っ ている わけです けれども 、この ADIとい う表現 を使って いいかど うか。ほ かに
はULと か、あ るい は以前 にUL Sと いう ことも ありま したけ れども 、ど の指標 を用い るべ
きかということに ついて御議論 をいただけれ ばと思います。72ページ の四角囲みの 中に書
いてありますが、 石見先生から 御意見をいた だいているよ うなのです けれども、御 説明を
いただければと思います。
○石見専門委員

以前に書いた ものなのであ れですけれど も、まず ADIについて はN OAEL

の100分の 1という一 般的な定義 がありますの で、ここで ADIを用いる と非常に混乱 するか
なと思います。ADIという言葉は用いな いほうが良い と考えていま す。
では、どうした らいいかとい うことですが 、食品添加物 として食品 に栄養強化す るとい
う場合、多くがサプリメ ント形態で食 することが多 いと思いま すので、UL Sが一番 適切か
と考えます。ただ 、栄養強化の 目的で乳児用 調製粉乳です とか総合栄 養食品、これ は特別
用途食品ですけれ ども、こうい うときに加え るときにU LSでいいのか というのは疑 問に思
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いますので、 私もまだ非 常に悩んで いるとこ ろですが、 ADIは 適切ではな いと考えて おり
ます。
以上です。
○頭金座長

ありがとうございます。

これは 第 4回の ワーキ ンググ ループ のとき に松井 先生か らも御 意見を いただ いてい るよ
うですけれども、御説明をいただけますか。
○松井専門委員

私の意見は 73ページ に書いてあり ます。この評価指 針というのは 栄養成

分の評価指針では なくて、栄養成 分関連添加物 の評価指針で す。ULと いうのはあく までも
栄養成分の評価指 針ですから、 それとは区別 する必要があ る。実際に 海外のいろい ろな評
価を見ますと、 栄養成分の評 価リスクで は、先ほど 石見先生が おっしゃっ たように、U F、
UL、U L Sが使 われて います けれど も、 基本的 に添加 物の指 標とし ては 栄養成 分が含 まれ
ていても ADIが 使われている 場合が多い と思います 。また 、別に MT DIという言 葉も JECF A
で使われていると思います。
ですから、添加物の 場合は前回議 論があったか もしれませ んけれども、ADIとUL はどこ
が違うのかと いうと、こ こに書いて あります ように、 ADIとい うのは一生 涯にわたっ て毎
日というような説 明になってい る。そういうこ とで、UL、習慣的な摂 取量の最大値 とは違
う指標なわけです 。繰り返しま すと、やは り添加物は ADIが適切 である。この ADIとU Lの
違いというのは、UFと SFの違 いになる。ただ 、このUF とSFが一緒に なる場合もあ るでし
ょうということを ここにコメン トしておりま す。繰り返し ますが、栄 養成分ではな くて添
加物なので、やはりADIが適しているの ではないかと 考えます。
もう一点ですけ れども、先ほど石 見先生がおっ しゃいました 10× 10ですね。 ADIを求め
るときは、 SFは動 物実験をも とにする場 合は 100であるとお っしゃいま した。実際 にデフ
ォルト値 は100を 使って おりま す。しか し、こ の指針 のもとに なる添 加物の 評価指針 自体
が、その値を必ずしも使わなくてもいいことになっています。
79ページ に私が書いた コメントがあ りますけれど も、ここに基本と する添加物に 関する
評価指針 でも、安 全係数 は種差 と個体差 を考慮 し、こ の場合は 動物実 験です から 100を基
本とする 。ただし 、安全 係数 100は不変 のもの ではな く、以下 のとお り毒性 の性質や 試験
データなどを 踏まえて、 実際は変え て使って いるわけで す。です から、 ADIの場合は 動物
実験で 100倍、ヒト のデータ だったら 10倍 でなけ ればいけ ないとい うものは 、添加物 の指
針からはなく なっている と考えます 。ですか ら、繰り返 しになり ますが、今 回も ADIが適
しているのではないかと私は考えます。
○頭金座長

ありがとうございます。

吉田先生、御意見がありましたら。
○吉田専門委 員

結論か ら言うと、 私は ADIでいいと 思ってい るのです。 こちらで出 され

る、いわゆる許 容値というの は、要は ADIを出 すプロセスの 中でULや UL Sなども出 てくる
だろうと思ってい ます。食事摂取 基準のUL の意味という のは、生涯そ の量を摂り続 けても
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大丈夫な量という 意味では使っ ていないので、こ ちらでUL を使ってし まうと摂取基 準との
間で、またU Lの意味が 違ってしまう 。私は そちらのほう が危惧するの で、あ る意味 、摂取
基準と同じような 考え方でU Lというのが 仮に出てきた としても、こち らはこちら で、もう
少しそこにさらに 安全係数なり をかけていた だいて、より 小さな値に していただく という
形になると思いますので、こちらは添加物なのでADIかなと私は思 っています。
○頭金座長

ありがとうございます。

瀧本先生の御意見はありますか。
○瀧本専門委員

考えるといろ いろとわから なくなってき てしまって 、非常に悩ん でおり

ます。ただ、どう いう食品に添 加されるか。 例えば、その 食品を利用 するのが乳児 だった
ら、粉乳だとそれ だけが栄養の 供給源になっ てしまうと考 えると、ほ かのいろいろ な食品
も摂って、そこの 添加物から摂 るという成人 等の場合とは 若干異なる のかなと思っ たりし
て、済みません、まとまっておりません。
○頭金座長

例え ば、評価対象 品目によって 変わるという こともあり 得るというこ とです

か。
○瀧本専門委員

場合によっては、そういう整理も必要かもしれないと思います。

○松井専門委員

もう一度確認 します。ADIは一生涯で す。ですから、粉乳の場合は 当然、

粉乳を飲んでいる 期間が一生涯 になります。 当然ですよね 。それと例 えば、粉乳の 場合は
それが唯一の食料 であること。 そういう場合 は当然、ばく 露評価のと ころで出てく るわけ
です。だから、それをここで考慮する必要はないとは思います。
○吉田専門委員

前言を翻して しまうかもし れないのです が、確かに 通常の食品の 上に上

乗せという形 の添加物で あれば、 ADIがい いかなと私 は思った のですが、 粉ミルクに 主に
使うものについて はULかな という気がし てしまいます。こ こで余り用 語を使い分け るのは
まずいという 気がするの ですが、粉 ミルクは 極めて特殊 ですね。 ほかのもの は ADIで いけ
るかなと思う のです。こ の間の炭酸 カルシウ ムみたいな ものだっ たら、 ADIで十分対 応で
きると思うのだけ れども、粉ミ ルクの中の量 と言われると 、添加物と いうイメージ ではな
いですね。そもそ もが粉ミルク の中の成分は 添加物ですか という。法 令上は確かに そうな
のでしょう。ただ、あれを添加物と言われると抵抗感があります。
○頭金座長

柴田先生、どうぞ。

○柴田専門委員

私はまず理論 でなくて、直感で UL Sというのが いいと思いま した。私は

ADIはまず いと思いま す。添加物 ですけれ ども、栄養 素という のが大きな 枕言葉で引 っか
かってくるの で、 acceptableという のは摂らな いでもい いよとい うような 雰囲気があ るよ
うな言葉なので、 摂りたくない けれども、こ こまで摂って も大丈夫だ よというよう なニュ
アンスがあるので はないかと思 っています。 一方で、やは りULは まずい。そう すると、 3
つの中ではUL S。あくまでサプ リメントとい う意味合いの 広さもよく わからないと 言えば、
わからな いので すけれど も、 3つ の中か らどれ を選べ と言われ たら、 UL Sが一 番使い やす
いかなという気がします。感覚的な意見です。
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○頭金座長

ありがとうございます。

どうぞ。
○石見専門委 員

ADIの場合、一 生涯にわ たって毎日 摂取して も健康影響 がないとい うこ

となのですけれど も、果たして 栄養成分関連 物質の場合、 そのデータ が全部得られ るのか
というと、そ うではない と思うので す。です から、 ADIと言う と一生食べ 続けても安 全だ
し、一般的な考え方 としては健康 影響はない ものだという 意識になりま すよね。です から、
やはり私 はUL Sか、U Lは食 事摂取 基準 と重な ります のでま ずいか なと も思い ますが 、た
だ、食事摂取基準のU Lも一応サ プリメントを 摂取したとき も含めて上 限と書いてあ ります
から、そこももう少し考える必要があるかなと思います。
○頭金座長

高須先生はよろしいですか。

○高須専門委員

重複してしま いますけれど も、ULという タームを使 うのはという ところ

もあって、余 りよくない のではない かという ことで、添 加物の評 価というこ とで ADIとす
るのが、というのが一番基本的な考えです。
○頭金座長

梅村先生は。

○梅村 専門委 員

ま さに 石見先 生が ADIは 適さな いとい う理 由のN OAEL から 出すわ けで

はないのではなく 、この栄養成 分関連添加物 の基本の戦略 というか、 栄養成分を添 加物に
ならって、まずN OAEL を求めていっ て、N OAELを見つ けるというの が基本の姿勢 で、見
つかるかどうかは わからない ですが、見つ からないとき は仕方なく HOIを使おうと いう、
それもつ まり、 何しろN OAELある いはそ れに相 当する 毒性指標 を見つ けるの だとい うこ
となので、N OAEL が見つかれば 、次は ADIでしょう と。だか らこそ ADIなのかと私 は思っ
たのです。NOAELを出すのだから。
○頭金座長

事前 にいただいて いる意見の先 生方は以上で すけれども 、そのほかに 意見を

お願いしたいと思います。合田先生。
○合田専門委員

多分、日本が 栄養強化はこ ういうものと いう、添加 物になってい るから

というところが一 番もとですよ ね。これは添 加物として日 本がルール をしているか ら、法
律の人の感覚 で行くと、 これは ADIになる けれども、 添加物で なくて、世 界的なのは どち
らが平均なのかが 私はわからな いのです。世 界的には、こ のものは添 加物として扱 わない
という話だったら UL Sかなとい う、そういう見方は ないのですか。事 務屋さんと話 をした
ら、これは添 加物だった ら ADIに なるので はないかと 思うのだ とけれども 、あとは科 学の
標準でいくとする と、これは世 界的には添加 物ではないの ですからと いう理屈で事 務屋さ
んにそれを話をす るのかなと私 は思ったので す。普通のほ かの添加物 とは全然別の フィー
ルドで我々はずっ とこれを議論 しているので すよね。でも 、これは日 本の法律では 添加物
の中なのですよね 。そこをどう するのかなと 思います。先 生方の意見 はそれも一理 あるな
と思いながら、そ うすると違う 見方からする と法律のとこ ろとか、そ ういう感覚な のかな
と思ったのです。
○頭金座長

どうぞ。
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○松井専門委 員

私は 73ペー ジにコメン トをして おります。 例えば、 IOMとか EFSAです

と栄養成分の評価 をします 。ですから 、使っている のはUL になります 。けれども 、JECF A
では添加 物の評 価をし ていま す。そ うすると ADIと今ま で出てこ なかっ た MT DIとい うよ
うな言葉が使われ ています。ですから、少 なくとも添加 物を評価して いる JECF Aは ADIを
使っていると言えると思います。
○頭金座長

それぞれ違うスタンスからのお話を聞いて、それぞれ一理ありますよ ね。

○吉田専門委 員

確か に柴田先 生が言われ た acceptableというの はちょっ と違うなと いう

のは、感覚的 にはそう ですね。 むしろ、 ここにある MTDIというのは 確かに tolerableです
ね。食事摂取基準 でもtolerable upper lim itなので、栄養 成分である 以上、どちら かと言
ったら acceptableではな くて tolerableですね。 ここでT DIで すとな どと言っ たら、も うむ
ちゃくちゃになってしまいますね。
○梅 村専 門委 員

JECF Aで は基 本的 に汚 染物 質の よう なも のに 対し てT DIを設 定す るの

ですけれども、今 、例に挙がっ ているものは 、一方で汚染 物質として 問題になって いるも
のなので、こ れはT DIのほ うで統一し ようとい うことな のです。 だから、 添加物とし て評
価をしたとき には、実は ADIの意 識でいる のですけれ ども、同 じ重金属を 汚染物質と して
も評価するの で、 MT DIに統一し ていると いうことな ので、添 加物で JECF Aは TDIを 使う
ことはないです。
○頭金座長

これは例外的ということでしょうか。

○梅村専 門委員

とい うか汚 染物質 側とし ての評 価もあ るので 、一緒 に同じ 1つの指 標を

使うという意味です。
○頭金座長

鉄の場 合はそ ういうコ ンタミが あるの で、この MTDIを使った のだとい うこ

とですね。
○梅村専門委 員

そうで す。ですか ら、添加 物であれば 、必ず ADIを使い ます。添加 物に

対してTDIを使うことはないです。
○吉田専門委 員

多分、 理屈から言 えば、私 も ADIだ ろうと思 うのです。 要するに添 加物

の評価という ことである ので、それ は ADIなのだろう と。ただ 、どうして も引っかか るの
は、粉ミルク などのとき は ADIか なという のは、それ はもう気 分の問題な ので、それ はど
こかで、これ は ADIと 言うのです と決めら れてしまえ ば、別に それに対し て私たちが 強く
抵抗するわけでも ないので、そ れはどこかで 、えいと決め ていただけ れば、いいよ うに思
います。ここで議論をしていても多分まとまらないと思います。
○合田専門委員

もう一つ上の 委員会でどち らかと決めて もらったほ うが、そうで すかと

思うと思います。 食品安全委員 会の中で決め ていただいて いいのでは ないかという 気が私
はします。両方の 立場をわかっ ていて、皆さ んが御発言す るから、議 論がまとまら ないで
すよね。どちらかというのは難しいです。
○柴田専門委員
○頭金座長

そういう気がしますので、座長に御一任したいと思います。

どうぞ。
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○池田評価情報分 析官

今日の 御議論だと、UL Sについて は特に反対 の意見はなか ったよ

うなのですが、そ れも含めて次 回までに今日 の御議論を踏 まえて、少 し考えさせて いただ
くということで、今日は引き取らせていただければと思います。
○頭金座長

わか りました。この 件に関して、まだ言いたり ないという 先生がいらし たら、

まず言っていただいて、梅村先生、どうぞ。
○梅村専門委員

情報としてで すけれども 、JECF Aもまさ に人工ミル クへの添加物 に関し

ては非常に今 、悩んでい るところで 、先生方 がおっしゃ ったよう に ADIと いう言葉は 一生
涯なのにたった 6か月 の摂取に対し て ADIで いいのかとい う議論は実は 今もあって、はっき
りした結論を出し ていないです。ただ、結構、ば く露量と ADIが近くな ってしまって いて、
マージンが 10とかもとれ ないで、1とか 2とか でもいいとい うふうに提 言をしている のです
けれども、そ れと同時に ADIとい う言葉で いいのかと いうあた りは、まだ 結論を出し てい
ない状態です。
○頭金座長

わか りました。ほ かはいかがで すか。これは 一度、引き 取らせていた だきま

して、事務局とも 相談して、何 か案が出せる かどうかを考 えたいと思 います。よろ しいで
しょうか。
石見先生、どうぞ。
○石見専門委員

そもそも栄養 成分関連物質 の添加物とし ての上限量 というのは、 普通の

添加物の上限量と は設定方法が 違うというと ころから始ま っているの で、やはり一 番その
性質をあらわ す名称とい うのは、す ごく大事 だと思いま す。そこ が ADIに なるなら、 何で
こんなたくさん議 論をしている のだろうとい うのが私の印 象で、でき たら違う名称 あるい
はそれに特異的な ものを別に考 えてもいいで すけれども、 区別したほ うがいいとは 思って
います。
○頭金座長

例えば、ADI、UL、ULSを出したので すけれども 、それ以外に 。

○石見専門委員

栄養強化の目 的の添加物に 特異的な何か そういう名 称を考えると か、そ

ういうことです。
○頭金座長

例えば、栄 養成分に限 った ADIとか、そ んな感じ ですね。わ かりました 。ほ

かはよろしいです か。そういう 意見を踏まえ た上で、こち らのほうで 引き取らせて いただ
いて、検討させていただきたいと思います。
食品健康影響評 価の方針につ いて、基本的には梅 村班の指針 案で 75ページの四角 囲みの
中に書いて おりま すけれ ども、「 （ 1）」 、「（ 2） 」、「 （3）」と いう流 れで食品 健康
影響評価をす るとなって いるのです が、こう いう流れで よろしい でしょうか 。ここで ADI
という言葉が使わ れていますが 、これは別個 検討したいと 思います。 何かコメント 、御意
見がありましたらお願いしたいと思います。
高須先生から説明してもらったほうがいいですか。75ページの 梅村班の指針 案です。
○高須専門 委員

75ペー ジの「（ 1） 」と「 （2）」とい うもので すね。 「（ 1）」に 関し

ては大原則でADIの設定は基本的にヒト のL OAEL又はN OAEL を根拠にする 。
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「（ 2） 」はヒ トの知 見で 求まら ない場 合、HOIを使っ ていこ うとい うこと ですが 、こ
のときはHOIと実験 動物のデータ を一緒にあわ せて検討し ていくという ことで、そ の際、
HOIと動物 実験 からN OAEL を求 めてき て、 それか ら安 全係数 とか で求め てくる 仮の ADI
ではないですけれ ども、そう いったものが 出てくると思 いますけれ ども、それと HOIはど
ういう関係に なっている かで最終的 に ADIを設定する ための根 拠をどこか ら求めてく るか
ということで、 HOIが動物実験の ほうよりも高 ければ、そ こまではいい だろうとい うこと
で、HOIのほうが根拠 になって、低い場合はそ の動物実験で 見られた事 象を考慮しな がら、
この辺は最終的には総合的に判断していくというような方針はどうかと いうことで す。
「（3）」に関してはさっき議論にあったところです。
○頭金座長

ありがとうございます。

食品健康影響評 価の 69ページの「 1」と 70ページの「 2」、HOIを使 う場合という ことに
関しての基本的な 考え方を今、 説明していた だいたのです けれども、 こういう流れ でいい
かどうか。特に HOIというものを 使うときの考 え方といい ますか、こう いう流れで いいか
どうかということ を御確認いた だければと思 います。基本 的には、これ でよろしいで すか。
「（ 3）」 につき まして は、先 ほど脚 注のと ころで 議論し たもの を踏ま えて、 また修 正す
るということです。
それでは、ないよ うでしたら、「 1」と「 2」に関し まして、何かそ れ以外にも御 意見等
がありましたらお願いしたいと思うのですけれども、よろしいでしょう か。
それでは、 76ページの 2行目 の「3」で す。これにつ きましては、 HOIか ら ADIを 求める
のか、あるいは HOIはHOIのまま書 いておくの かということ について検 討してほし いとい
うことなのですけれども、これにつきましてはいかがでしょうか。
「当該栄養成分 関連添加物 摂取量が HOIを超 えたとして も、直ちに有 害影響を引 き起こ
すものではない ことから、 HOIを根拠とし て求められ る ADIは NOAEL又はL OAEL から求
められる ADIと異なる指標 であること 、およびヒト の知見にお けるN OAEL又は LOAELか
ら求められる ADIより も通常は低 くなると 考えられる 指標であ ることに留 意する」と いう
ことですけれども、この ADIというのは表 現がまた変わ ってくる可 能性がありま すが、HOI
というものを言い かえるかどう かということ について、ちなみ にWHOでは HOIとして、そ
のまま記載してい るということ ですけれども 、これにつき まして、御 意見がありま したら
お願いしたいと思います。
松井先生、何かないですか。換算したほうがいいかどうか。
○松井専門委員

リスク管理を 行うのですか ら、どういう 言葉になる かは知りませ んけれ

ども、仮に ADIと しておき ますが、 ADIと して示す ほうが 適切だと 思います 。石見先 生が
おっしゃるように、そ こにはN OAELから 求めたもので はなくて、HOIから 求めた ADI又は
ULS、そういうような表現でいけたらよろしいかと思いま す。
○頭金座長

ありがとうございます。

前回、石見先生 から御意見を いただいてい るようなので すけれども 、前回のこと で恐縮
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ですが、御説明をいただければと思います。
○石見専門委員

そのことを明 記すれば、問 題がないかな と考えた次 第です。この 上限値

はHOIに由来するというような書き方を明記して おけば、よ ろしいと考え ました。
○頭金座長

ありがとうございます。

前回、伊吹先生 にもコメント をいただいて いるようです けれども、 何か追加のコ メント
はありますでしょうか。
○伊吹専門委 員

ほぼ同 じで、た だし書き があれば、 HOIから ADIを求め るという感 じで

いいと思うのです けれども、 HOIは有害影響が 出ていない という前提で 用いると最 初に定
義されているので 、許容量の算 出といった点 では、最初に 読んだとき に混乱した感 じはあ
りました。
○頭金座長

ありがとうございます。

柴田先生は。
○柴田専 門委員

私は ここ に書き ました ように 、HOIと いうの は多分 、 1回ぽ んとた くさ

ん食べたというよ うな値ですよ ね。だけれど も、何も影響 がなかった ということだ から、
慢性毒性ではな くて急性毒性 に関するデ ータではない のかなと思 ったので、 HOIはHOIの
まま、HOIから何か を求めるのは 難しいのでは ないかと。 それが習慣的 だったらい いと思
うのですけれども、という思いがしました。
○髙橋課長補佐

補足させて いただきます 。HOIの定義に ついてはこれ からの御審 議だと

は思うのですが、習慣的 ということ だったかと思 います。もう一点、WHOの考え方 では、
HOIは HOIとして示すと いうことで すが、本指 針では、添加 物として諮 問を受けた 際にリ
スク管理機関 へ答申す る値にな りますの で、UL か ADIか 何かは別 として、 理念とし ては、
上限値であるとい うことを含め て返すべきか と考えており ます。した がいまして、 事務局
としては梅村先 生の報告書と 同じく、 HOIを 評価に用い るものの、 最終的には HOIのまま
ではなくて、 ADIかUL Sか 何かを設定 するという 考えですす めていただ きたいと考 えてお
ります。 四角 囲みの 趣旨と しては 、WHOの考 え方と は違う ので、 念の ため、 ここは 御確
認をいただきたいということでございます。
○頭金座長

どうぞ。

○柴田専門委員

間違ってい ました。 HOIが一 回限りの瞬 時の値ではな くて、ある 程度の

習慣的な値を表 しているの だったら、 UL Sとか ADIといった 値を出せる と思います 。知識
不足でした。
○頭金座長

これについて、そのほかに意見のある方はいらっしゃいますか。

吉田先生、どうぞ。
○吉田専門委 員

私も HOIを何か のいまだ 決まって いない統 一的な ADIなのか ULな のか、

何かにそろえられ るほうがいい と思います。 最終的にいろ いろなもの を決めていっ たら、
一覧表みたいなも のができ上 がってきたと きに、あるも のについて はHOIで、ある ものは
ULということ ではちょっと 格好が悪いな と思いますの で、そういう 意味では HOIの ままで
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はなくて、今はU Lなのかな などと思って いるのですけ れども、定ま らなくて済 みません。
○頭金座長

合田先生、どうぞ。

○合田専門委員

私はHOIを用い たということ だけは絶対 記載したほう がいいと思 います。

あとは何に決まる かはわかりま せんけれども 、それで決ま ったもので いいと思いま すが、
HOIだけ は今までの 概念と違う特 殊な場合には 、こういう 評価に対して は新しい概 念です
よね。それは書かないとまずいのではないかと思います。
○頭金座長

わか りました。基 本的には上限 量の値という 、表現はま だ決まってい ません

けれども、上限量 という形で あらわして、 HOIそのもので はなくて、そ の上限量に ついて
の表示をすると。 ただし、脚 注か何かはわ かりませんけ れども、 HOIか ら求めたと いうこ
とがわかるように表示するということでよろしいでしょうか。ありがと うございま す。
それでは、76ペー ジの 2行目の「 3」につ きまして 、その他に 何か御意見 、コメン トがあ
りましたらお願いしたいのですけれども、よろしいでしょうか。
それでは 、ないよ うでした ら、 77ページ の 3行目の 「4」です。 「 4」では 上限量を 設定
する際には、メタ アナリシスか ら得られた知 見を重視する のだという ことが記載さ れてお
ります。適切な安 全係数を適用 する必要があ るということ が書かれて おります。こ こにつ
きまして、 78ページの 上から 2つ目の四 角囲み の中に メタアナ リシス という ことにつ いて
も他の知 見と同様 に「 A」～「 C」の分 類をする か。こ れはヒ トでの 知見で 47ペ ージ、 48
ページに「 A」～「 C」に分類 されておりま すけれども、こ のメタアナ リシスについ ても分
類する必要があるかどうかという点が「事務局より」ということであり ます。
ここも石見先生 からコメント をいただいて いるのですけ れども、御 説明をいただ ければ
と思います。
○石見専門委員

ここの意味は、メタアナリシ スについても「 A」～「 C」の分類を つける

べきかということ ですか。そ うでなくて 、「 A」～「 C」がも とからあっ て、メタア ナリシ
スでも全体の「C」になることがあるかという意味ですか。
○髙橋課長 補佐

補足さ せていた だきま す。 77ペー ジの 4行目 のメタ アナリ シスを重 視す

るとの記載につき ましては、も との添加物の 指針において 、メタアナ リシスが重要 である
とされておりまし て、そこを基 に本指針案に も書いていた だいており ます。一方で 、石見
先生からの御指摘 のとおり、「 A」～「 C」の 分類も今回新 しい考え方 として導入さ れまし
たので、メタアナリ シスが既に「 A」～「 C」のどこかに入 るという整 理がされてい るので
あれば、 77ペ ージの 4行 目のよ うに、特 別にメ タアナ リシスの みをあ らため て記載す る必
要はないのかなと 考えました。一方でメタア ナリシスが「 A」～「 C」の 分類から独立 して、
更にその上にある ような位置づ けであれば、77ページにも 記載するほ うがいいのか もしれ
ません。その点に ついて、研究 の質という観 点でお伺いさ せていただ いて、その後 、記載
ぶりを検討させていただきたいと考えております。
○石見専門委員

そうでありま すと、この「 A」～「 C」は RCTあるい はその他の比 較試験

等をランクづけす る評価のよう に見えますか ら、メタア ナリシスはこ の「 A」、「 B」、「 C」
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の上にあるものではないかと私は考えました。
○頭金座長

ありがとうございます。

祖父江先生、何かありますか。
「 A」～「 C」はあくま で個別の研究 のレーティン グでありま して、メ

○祖父江専門委員

タアナリシスのや り方に関して はガイドライ ンがあって、 それにのっ とっているか の評価
はまた違う指標で 考えないとい けません。で すから、同じ レベルでと いうのは難し いわけ
ですが、ただ、メ タアナリシス でも何でもい いかと言った ら、そうで もなくて、メ タアナ
リシスのやり方に のっとったク オリティーと いうのはある わけです。そ れは「 A」～ 「 C」
のこのクオリティ ーの基準では ないです。プ リズマ（P RISMA）とい うようなガイ ドライ
ンがあって、それにのっとってやっているかはチェックができると思い ます。
○頭金座長

そうすると、先生は「4」の記載は不要とお考えでしょうか。

○祖父江専門委員

一般的には メタアナリシ スがきちんと 行われてい れば、個々の 研究よ

りもそれを重視するというのは一般的には正しい考え方だと思います。
○髙橋課長補佐

祖父江先生と 石見先生の御 指摘について この指針に 盛り込むとし ますと、

77ページの みに記載する よりも、今日は御議 論いただけな いかもしれな いですが、47ペー
ジのヒト知見の区 分の項目に、メタアナリシ スの知見があ れば、「 A」～「 C」より も重要
であるということ を書いていた だいたほうが よろしいのか なと承った のですが、そ の点は
いかがでしょうか。
○頭金座長

確か に同じような 研究の質を評 価するのに 、47ページで評価 をして、またこ

こで研究 のメタ アナリ シスを 重視す るとい うか、 質を評 価する ような 文言が あって 、 2つ
に分かれているよ うな印象があ るので、47ペ ージのほうに メタアナリ シスの評価に ついて
も、さっき祖父江 先生が御紹介 があったプリ ズマガイドラ インという システマティ ックレ
ビューのガイドラ インにのっと っているかど うかも一つの 指標になる と思いますの で、そ
ういうことも 47ページに 記載していた だければと思 いますけれど も、それでよろし いでし
ょうか。どうぞ。
○梅村専門委員

どちらをとる のかというと ころは、どこ に書けばい いですか。つ まり前

半の47ペー ジのほうに書 くのは、ど んな手法で データを整理 していくかと いう、ヒ トのデ
ータを短期 の試験 というか 、 1個の 研究であ れば、 それを「 A」、「 B」、「 C」に分 けて
いく。メタアナリ シスも、今、 祖父江先生が おっしゃった ようなクオ リティーをチ ェック
するということが 書いてある中 で、今度はど ういうふうに それを選ら んでいくのか という
あたりは。
○髙橋課長補佐

御判断に関す る記載は、 56ページの（３）ヒトの知 見の判断のと ころか

と思います。今は「 A」～「 C」について書い てあるのです が、ここに メタアナリシ スが一
番上位であること をわかるよう に追記させて いただければ 、ヒトの知 見の項目とし てはま
とまるかなと思い ます。メタアナリシ スについて、初めて 77ペー ジで記載す るよりも、ま
ずはヒトの知見の ところで整理 できるもので あれば、そち らでまとめ ていただくの かなと
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考えております。
○頭金座長

合田先生、どうぞ。

○合田専門委員

議論から外れ るかもしれな いですけれど も、メタア ナリシスは先 ほど言

われたように、メ タアナリシス の中でレベル がまだいっぱ いあるので すよね。非常 にちゃ
んとしたメタアナ リシスだった ら、メタアナ リシスの上な のだけれど も、ちゃんと してい
ないメタアナリシ スをちゃんと したメタアナ リシスのよう に書く人も いるので、基 本的に
はそれがいつも問題なのですよ。だから、そこのニュアンスをどこに入 れるか。
メタアナリシス という言葉は 要するにある 一定レベル以 上のちゃん としたルール に従っ
て用いられている メタアナリシ スは高いです よとか書かな いと、私は そこが一番重 要だと
思います。本当の サイエンティ ストの中で議 論をすれば、 メタアナリ シスが上位に ありま
すよというのはみ んなわかるの だけれども、 そうでないメ タアナリシ スが世の中に は結構
あることを踏まえて文章を書くべきだと思います。
○頭金座長

どうぞ。

○松井専門委員

もう一点です けれども、時 間の問題があ ります。よ くあるのが、 あるメ

タアナリシス論文 が発表された 。その後に大 規模な疫学研 究が出てき た。大規模な ものが
ありますと、当然 それが重く評 価されますの で、次のメタ アナリシス 論文では結果 が全く
変わってしまうと いうこともあ り得るので、 「上位」とい う言葉は少 なくとも使わ ないほ
うがいいと思います。「重視」はいいです。
○頭金座長

どうぞ。

○関野評価第一課 長

今、意見 をいただいた 中で大分、私 自身は頭の 整理ができた と思っ

ています。 事務局 から申 し上げた 提案は 、56ページ の「（ 3） ヒトに おける 知見に係 る判
断について」のところにメタアナリシスというものが書かれることにな ります。
一方で、手前の ほうのエビデ ンステーブル の対象にはし ないという ことなので、 そのイ
メージとしてはメ タアナリシス 以外の集めら れた知見です とか情報や 文献は、言い 方が正
しいかどうかはわ からないです が、エビデン ステーブルと いう形で「 A」 、「 B」、「 C」
に分ける予選ラウンドはメタアナリシスに関しては免除されている。
ただ、56ペー ジにあるエビ デンステーブ ルに基づいて「 A」、「 B」、「C」に分 類した
ものとメタアナリ シスというも のが、ここで 初めて判断の 中で一旦は 同じ土俵には 上がる
けれども、その中 には当然、質 の差もあるだ ろうし、さま ざまなネッ クになるよう なこと
が個々のメタアナ リシスのデー タの中にもあ るだろうから 、そういっ たものも十分 考慮し
て、この 56ページのと ころで判断を するという ところで、実際に見極 めていくとい う整理
になっているのかなと思います。今のところはです。
ですので、上位 とか、そうい う話とは、言 葉遣いは決し ていいとは 思わないので 、あく
までエビデンステ ーブルをつく る対象にはし ないけれども 、判断する 際には当然個 々のメ
タアナリシスの内 容を十分吟味 して、正しい 結論が導かれ るような判 断をしていく 。今は
そういう展開というか、やり取りになっているかなと思いました。
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○頭金座長

そう ですね。御議 論は課長に今 まとめていた だいたよう なことと私も 理解を

しました。メタア ナリシスは重 要な情報にな る場合もある のですけれ ども、そのメ タアナ
リシスの研究その ものも評価し た上で、この ヒトでの知見 のまとめに 加えていくと いうこ
とですね。今の 議論を踏まえ て、事務 局のほうで 56ページ のほうに加 える文章を考 えてみ
てください。メタアナリシスはそういうことにしたいと思います。
78ペ ージの 2行目の下 に書い てあるの ですけ れども 、適切な 安全係 数を適 用すると いう
ところを安 全係数と するか 、あるい は不確 実係数と するか。 SFかUF にする かという こと
だと思いますが 、これは先ほ ど議論した上 限値の表現方 法が ADIなのか、U Lなのか 、UL S
なのかということ に連動してく るかと思うの で、その問題 が解決して から議論した いと思
いますが、それでよろしいでしょうか。
ありが とうご ざいま す。「 4」はそ のほか に何か 議論す る点が ござい ました らお願 いし
たいのですけれども、よろしいでしょうか。
ないようでした ら、80ペ ージの 3行目から「 5」、「 6」、「 7」とありま す。3行目の「 5」
の化学形態は先ほ ど議論があり ましたけれど も、ここは適 切な単語に 変えるという ことに
したいと思います。
「6」はそんなに問 題ないかと思 うのですけ れども、「 7」で乳児、小児 、妊婦、授 乳婦、
高齢者等の評価は 、ヒトでの特 定の集団にお ける知見を重 視するが、 特別なエビデ ンスが
ない場合は実験動 物の知見を用 いて集団にお ける差異を検 討するとい うことになっ ており
ますが、この場合 に各集団間の 上限値の換算 について記載 がないので すけれども、 ここは
どうしましょうか ということに ついて御意見 があれば、お 願いしたい と思います。 いかが
でしょうか。 例えば、小 児への換算 のときに どうするか 。 ADIなどは体重 で換算する とい
う方法を通常は用いているのですけれども。
○髙橋課長補佐

補足させてい ただきます。 「事務局より 」にも書か せていただい たので

すが、食事摂取基 準では、体重 で換算される 場合や体表面 積を用いる 場合があるか と思い
ます。上限値の場 合はどちらの ケースが多い というのがあ るかもしれ ないですけれ ども、
基本的にはそもそ もどういう考 え方で換算し たらよいのか 、さらに、 指針に書くの がよい
のかどうかという二段階で御意見を承りたいと考えております。
○頭金座長

どう いう考え方で 基本的に換算 すればいいの か。換算が 決まれば、ガ イドラ

インに書く必要が あるのかどう かということ について、御 意見をいただ ければと思い ます。
吉田先生、どうぞ。
○吉田専門委員

摂取基準の鉄 以下の微量ミ ネラルの場合 、私はなぜ なのかはよく わかっ

ていなかったので すが、ULのほ うは体重比で、必 要量のほうは 実は体重比の 0. 75乗と いう、
なぜそのような使 い分けをされ ているのか。 私が引き継い だ時点でそ うなっていま したの
で、一般的には子 供たちで、適 用したものは 全部体重比で す。ただし 、適用しなか ったも
のもたくさんあり ます。つまり 、成人しか決 めずに、その あたりの基 準も実は私に はよく
わからない。要す るに引き継い た時点でそう なっていた。 それを何も データが変わ ってい
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ないのに変えられ ないという状 況でずっと来 ています。毒 性学的には 体重比が基本 なので
しょうか。これはむしろ私はお聞きしたいくらいです。
○頭金座長

柴田先生、どうぞ。

○柴田専門委員

その質問です けれども、極 めて簡単で、 栄養素は代 謝なので体表 面積だ

から、体重の 0. 75乗が 体表の式 。ULは 毒性学のほう をそのまま採 用。以 上で終わりと いう、
それで決まってしまった。
○頭金座長

上限 値ということ であれば、体 重でやるのが 適当ではな いかという御 意見で

すか。
○柴田専門委員

必要量という 栄養学領域に 関することは 、体表面積 に比例すると いう栄

養学的な考え方を 採用しました が、耐容上限 量は体重に比 例するとい う毒性学の考 え方に
従うべきであろうということでした。
○頭金座長

考え 方としては体 重で換算する という考えで 、それをこ の指針の中に どう表

現するかということ。入れる必要があるかどうかということですよね。
○柴田専門委員

それは事務局 案のように、 一番前のほう がいいので はないですか 。そう

言われたのですよね。
○髙橋課長補佐

今の案では換 算の考え方に ついては書い ておりませ んが、やはり ある程

度の目安として記 載したほうが よろしければ 、例えば、「 なお、換算 する場合は体 重当た
りを原則とする」 といった文言 を追記したほ うがよいか、 特に書かな くてもよいの かとい
うところでございます。
○柴田専門委員
○頭金座長

書いたほうがいいと思います。

どうぞ。

○松井専門委員

今どういうも のがという想 定はできない のですけれ ども、確かに 毒性学

的では体重当たり が多いかもし れませんが、 場合によって は代謝体重 を使ったほう が望ま
しい場合も出てく る可能性は否 定できないと 思います。で すから、書 かないで、そ の添加
物ごとにエキスパートジャッジで決めていくというのがいいような気が します。
○頭金座長

書い たほうがいい というのと、 書かないほう がいいとい うか、いろい ろな場

合が、それだけに限らないのではないかという御意見もあったと思いま す。
○池田評価情報分 析官

今の議 論で大体、先 生方の御認識 は同じなの かなという気 もしま

したので、今、松 井先生がおっ しゃったこと で、あえて書 かないほう が少し自由度 がある
のかなというところもありますので、そんな形で考えさせていただけれ ばと思いま す。
○頭金座長

わか りました。これも事 務局のほうで 検討をお願い したいと思 います。
「5」、

「6」、「 7」に関 しましては 以上のような 点が論点かと 思いますが 、その他、「 5」、「6」、
「7」に関して議論 すべき点がご ざいました ら御指摘をい ただきたいと 思いますけれ ども、
よろしいでしょうか。
ないようでした ら、最後の 83ページ の2行目の「 8」は事 務局のほう から追加して いるの
ですが、これもADIの設定の考え方はま だペンディン グですかね。
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○髙橋課長補佐

先生、これは 動物試験の場 合として転記 したもので すので、よろ しけれ

ば、これでやらせていただければと思います。
○頭金座長

わかりまし た。動物試 験に用い て ADIを 設定する 場合は添加 物指針に準 ずる

ということですけ れども、これ でよろしいで しょうか。で は、この追 加はこのまま 残すと
いうところにしたいと思います。
それでは、「 第2章」につい て、「第 2
性試験」、「第3

安 全性に係る知 見」の「 2

一日摂取量 の推計」、「第 4

体 内動態」と「 3

毒

食品 健康影響評価」 について御議 論をい

ただいたのですけ れども、そこま でで何か追 加でございま したらお願い したいと思い ます。
よろしいですか。
では、ここ で10分 ほど休憩 を入れたい と思いま す。 4時 25分まで休 憩して、 25分か ら再
開したいと思いますので、それまでにまた御参集ください。休憩に入り ます。

（休

○頭金座長

少し早いですけれども、会議を再開したいと思います。

それでは 、残り 時間で 「第 1章
及び「第 3

憩）

総則」 に戻りま して、 「第 1

背 景」、 「第 2

定 義」

目的 」につ いて御 議論を いただ きたい と思い ます。 事務局 から説 明をし てく

ださい。
○後藤評価専門官
「第 1

3ページの「第1章

総則」です。

背景」 につき まして は、基 本的に 他の指 針に倣 い記載 を整理 させて いただ いて

ございます。6行目からが第 1段 落になります。食品 安全委員会は、食 品安全基本法 に規定
する基本的事項に おいて、ガイ ドラインの作 成に努めるこ ととなって おります。そ の下に
食品安全委員会がこれまでに策定した指針について、記載をさせていた だきました 。
4ペー ジです。2段落目です けれども、食品 健康影響評 価の科学的妥 当性・公平性の 確保、
また、透明性の確 保、必要なデ ータの明確化 のために必要 性が高いと いうところで ござい
ます。
5ペー ジです。次の段落で す。梅村班報告書の 記載より、第 4回ワー キンググルー プを踏
まえまし て、整 理をさ せてい ただき ました 。ポイ ントと いたし まして は、 6行 目、栄 養素
であることを考慮 する必要があ り従来の毒性 学の考え方が 必ずしも適 用できない場 合もあ
るという旨。また 、厚労省の食 事摂取基準で 設定されてい る推奨量や 目安量、いわ ゆる適
正量ですけれども 、それらとの 関係にも留意 する必要があ るといった 栄養素として の特性
を考慮する必要が あるというこ とを記載させ ていただきま した。石見 先生、上西先 生、北
條先生から御意見をいただいてございます。
7ペー ジの 2行目からの 段落ですけれ ども、梅村先生の研 究班につい て記載をさせ ていた
だいてございます 。ここにつき ましては、北 條先生から語 句について の御意見をい ただい
ておりますけれども、後日、法令的な確認の際に検討させていただきた いと存じま す。
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次の段落です 。8ページの 2行目 です。5行目 から国際的な 評価基準の 動向というこ とで、
国際的な評価につ いても記載を させていただ きました。こ れは従来の 添加物指針や 香料指
針にも同じような 記載がござい ますけれども 、前回までの ワーキング グループで石 見先生
から国際的な視野 からも評価を 行う旨の文言 を入れてはい かがでしょ うかという御 意見を
受けまして、このような記載とさせていただいております。
「第1

背景」につきましては以上です。

次に 9ペー ジの 2行 目から「 第 2

定 義」でご ざいま す。今の ところ 、定義 として書 き下

している語句は2つございます。
3行目「 1

栄養 成分関連添 加物」です。食品衛生法 に規定する 添加物であっ て、ビタミ

ン、ミネラル等の 栄養強化の目 的で使用され るものと記載 をさせてい ただいており ます。
そのビタミン、ミ ネラル等の範 囲ですけれど も、厚労省の 食事摂取基 準において基 準が策
定されたものを対 象とするとい う記載がござ います。この ような文章 でよろしいで しょう
か。御確認をお願いいたします。
2つ目 ですけれども、12ペー ジを御覧くだ さい。2行目「 2

最大観 察摂取量（ HOI：highest

observed intake）」です。適切 な科学的水準 の研究におい て報告され ている、ヒト におけ
る最大摂取量。本 指針では、ヒ トにおける有 害影響が出て いないこと を前提に用い ると記
載を 整理 させ てい ただ き まし た。 なお 、前 回ま で のワ ーキ ング グル ープ で 石見 先生 より
WHOについての 言及をしたほ うがよいの ではないかと いう御意見が ございました ので、2
行目に脚注の「2」として、WHOのほうの記 載の英文を追 記させていた だきました。
なお、ここで御議論をいただきたい点が2つございます。
1点目 ですけれども 、12ペ ージの 6行目の下 の四角囲みに なります。現 在の記載で は「ヒ
トにおける有害影 響が出ていな いことを前提 に用いる。」 という記載 でございます けれど
も、第 4回 ワーキ ンググ ルー プにお いて、 有害影 響の報 告があ っても HOIが用 いられ る場
合もある という 旨の御 意見が ござい ました ので、 もしそ うなの であれ ば、定 義の 2番 目に
ついては「原則と して」などの 文言を補う必 要があるかと 思いますの で、御検討を お願い
いたします。
次です。 14ページの 四角囲 みが 2つ目 の議論 点にな ります。 従来の 添加物 の評価で は、
動物試験において 、最高用量 でも毒性が認 められない 場合のL OAELが とれない場合 ですけ
れども、 毒性が 認めら れなか ったその 最高用 量を最 高用量 NOAELと呼 んでき ました 。そ
の考え方 をヒト におけ る知見 において も適用 するの か、も しくは 最高用 量N OAELで はな
くHOIと 整理するの かということ について、御 検討をお願 いいたします 。どちらの 用語に
整理するかで、その後の評価方法が異なってくるかと存じます。
2つ目の文言につきましては以上です。
次に 16ペー ジです。 下の四 角囲み です。現 在 2つの 用語につ いて定 義を置 かせてい ただ
いております。他の用 語として、例えば ということで、添 加物指針も参 照し、17ペ ージの
「3」～「 9」に示すよ うな用語を掲 載すること が考えられま す。ただし、最終的 には、こ
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の指針のほかの項 目の文章があ る程度固まっ てから、必要 と思われる 語句をピック アップ
し、記載をするということがよろしいのではないかと考えております。
なお、 上西 専門委 員より 、U L、N OAEL 、L OAEL につい ては、 食事摂 取基 準での 名称
もつけてはどうか という御意見 をいただきま したので、事 務局から、 どういう記載 になっ
ているかがわかるように17ページに抜粋したものを 記載させてい ただきました 。
「第2

定義」につきましては、ここまでになります。

20ペ ージを御 覧くださ い。「第 3

目的」 でござい ます。「 第3」はこ この 1段落の みで

ございます。この 指針は、栄養 成分関連添加 物について、 食品衛生法 に規定する添 加物を
定める場合等の評 価の指針を定 めることを目 的とする。香 料指針に倣 い作成をさせ ていた
だきました。このような記載でよろしいでしょうか。御確認をお願いい たします。
以上、「第1」～「第3」につきまして、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す。

それでは 、 3ペー ジの「第 1章

総 則」の「 第 1

背 景」から 議論を いただ きたいと 思い

ます。前回 からの 大きな 修正点が 5ページ にありま す。 5ペ ージの中 で 1つは 、この栄 養素
であることを考慮 する必要があ り、従来の毒 性学の考え方 が必ずしも 適用されない 場合も
あること。そ れがまず第 1点 。上限量 を設定する場 合には、食事による 栄養摂取量の 基準。
摂取基準で設定さ れている推奨 量や目安量と の関係にも留 意する必要 があるという ことが
ポイントかと思います。
まず、ここの部 分で、石見先 生から御指摘 をいただいた ところは修 正されている という
ことでよろしいですか。
○石見専門委員
○頭金 座長

はい。

上 西先 生か ら、 5～ 6ペー ジに かけ ての 四角 囲み の中 であ りま すけ れど も、

「『推奨量や目安 量』のあとに 『耐容上限量 』も加えては いかがでし ょうか。上限 量を設
定する場合の記述 なので、必要 かと思います 」ということ が書かれて いるのですが 、これ
はいかがでしょうか。必要ですか。
○髙橋課長補佐

事務局といた しましては、 上限量に留意 するのは、 実は先ほど御 議論を

いただいた評価の ところで、摂 取基準の耐容 上限量の値等 にも考慮す るとあります ので、
そちらでも読み込 んでいただけ るのではない かとは考えて おります。 ですので、こ ちらは
適正量と比較する ときの留意と して、よろし ければ、この 文章のまま で進めさせて いただ
ければと考えています。
○頭金座長

ありがとうございます。

推奨量や目安量 の関係にも留 意をする必要 はあるのだけ れども、こ の場合、耐容 上限量
という表現は、こ こでは要らな いのではない かということ なのですが 、それでよろ しいで
しょうか。では、ここはこのままでいくということにしたいと思います 。
北條先生の御指摘の点は修正されているのですか。これでよろしいで すか。
○北條専門参考人

細かい個人 的な感覚で文 言を提案させ ていただい ただけで、内 容的に
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は特にコメントはないので、このままでもよろしいかと思います。
○頭金座長

わかりました。

○髙橋課長補佐

北條先生から 御意見を頂い た箇所と同じ 部分ですが 、栄養学的観 点とし

ていたところを栄 養素であるこ とを考慮する という書きぶ りに修正を させていただ いてお
ります。特に問題はないようでしたら、今の文章で進めさせていただき たいと思い ます。
○頭金座長

栄養 素であること を考慮すると いうような書 き方でいい かどうかとい うこと

ですよね。栄養学と いうよりも栄 養素として の特性を考え るということ でよろしいで すか。
5ページの部分に関してはよろしいですか。ほかに何かありま したら。
それで は、 7ペ ージの 文章で す。北 條先生 のほう から語 句の修 正案が 出てい ますけ れど
も、これは事務局のほうで検討させていただくということでよろしいで すか。
8ペー ジの 2行目からの ところですけ れども、これは前回 、石見先生 から御指摘を いただ
いたところは、このような修正でよろしいでしょうか。
○石見専門委員
○頭金座長

よろしいかと思います。

わかりました。ありがとうございます。

以上が 「第 1

背景」 になり ます。 今、指 摘した ところ 以外に 何か先 生方か ら御意 見、

コメント があり ました らお願 いした いと思 います 。「第 1

背景 」につ きまし てはよ ろし

いでしょうか。
それでは、次の「 第2

定義」に移りたいと 思います 。9ページの 2行目 からです 。3行目

に最初の 定義す る言葉 として 「 1

栄 養成分 関連添 加物」 という 言葉の 定義が 書かれ てお

ります。ここはい かがでしょう か。栄養成分 関連添加物に ついてコメ ントがありま したら
お願いしたいと思います。
それでは、定義すべき言 葉として 、12ページの 2行目「 2

最大観 察摂取量（HOI：highest

observed intake）」につき まして 、御議論をい ただきたいと 思います 。石見先生 から、WHO
のクレジッ トを入 れたほ うがよい という ことで 、12ページの 「 2」の 脚注で 記載され てお
ります。
○石見専 門委 員

WHOの記 載によ りま すと、 一番下 の脚注 を見て いた だきま すと、 摂取

又は介入されたと いうか、投与 されたものと いうことなの で、そのこ とも入れたほ うがい
いのではないかと、今、思いました。
○頭金座 長

3行 目には 、摂取 という ことし か書い ていな いのだ けれど も、こ こに投 与と

いうような言葉が必要でしょうか。
○石見専門委員

そうです。介 入とかです。 「intake observed or administered」 と書い

てあり、ただの摂 取の上限なの か、介入した ときも入るの かというの が議論になっ たと思
いますので、このことは書いたほうがいいのではないかと考えます。
○頭金座長

いか がでしょうか 。「intake observed or administered as reported」とい

うことですか。どうぞ。
○松井専 門委員

先ほ どの最 高用量 NOAELを HOIとして 使うか どうか という ところ の議
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論につながってく るので、私と しては石見先 生の意見に賛 成です。投 与というもの を入れ
ると、それが入ってくる。
○髙橋課長補佐

恐 ら く松 井 先 生 が御 指 摘 の とこ ろ の ご 議論 だ と 思 うの で す が 、

adm inisteredを入 れるこ とによ って最 高用量N OAELという 言い方 ではな く、HOIと いう
言い方に統一され るということ になるかと思 いますので、 そちらの御 議論を踏まえ て、こ
ちらの記載についても、必要があれば修正をさせていただくということ かと思いま す。
○関野評価第一課 長

一方で、 食安委の一般 的なこれまで のやり方と して、ヒトに 対して

投与という言葉は 極力使わない ように最近し てきていると いうことも あって、いろ いろな
配慮も必要な部分 ですので、年 を越してしま いますけれど も、今ここ での御意見は とりあ
えず預からせてい ただいて、こ ういった指針 の中にヒトへ の投与とい う言い方がど こまで
できるかというの は、食安委の 親委員の先生 も含めてなの ですが、少 しデリケート な問題
にもつながってく るので、こち らで預からせ ていただけれ ばと思いま す。可能であ れば、
投与も含めて書く ということで 、そこの最終 確認はあらた めてさせて いただきたい と思い
ます。
○石見専門委員

恐らく介入と か、そういう 言葉になるの ではないか と思います。 私も投

与は不適切かなと思います。
○頭金座長

どうぞ。

○吉田専門委員

この先にも多 分この議論が あると思うの ですが、要 は介入のとき の最高

投与量も、何も起 こっていなけ れば、HOIとす るという使い 方をされる ということで すか。
○髙橋課長補佐

その点は次に 御議論をいた だきたい点で ございます ので、それを 踏まえ

て、こちらで修正 するかどうか 、また修正す る場合はどの 文言が適切 かという順番 でご検
討いただくのかと思います。
○吉田専門委員

そこで介入 まで入れてし まうと、後ろ のところで 、それも HOIと 言うの

だよという。そう すると、さっ きの柴田先生 の習慣的な摂 取量という ところと合わ なくな
ってしまう。私の イメージと しては、 HOIとい うのはある 程度の集団の 中で観察し たと理
解をしていたのです。
○石見専門委員

このWHOの脚注ですと入っていますよね。

○吉田専門委員

WHOの定義だったら、HOIは介入も入っ ていますね。

○石見専門委員

だから、もし違えるのであれば、HOIを使 うのはまずい と思います。

○吉田専門委員

まずいです。

○頭金座 長

最 高用量N OAELの議 論は次 にした いので すけれど も、脚 注のク レジッ トは

その後に議 論させ ていた だきたい と思い ます。 その前に 12ペ ージの 2段落目 の「原則 とし
て」とい う言葉 を入れ たほう がいいで しょう か。こ の点を 解決し てから 最高用 量N OAEL
の議論に進みたい と思います。 本指針では原 則として、ヒ トにおける 有害影響が出 ていな
いことを前提に用 いるというこ と。これは「 原則として」 を入れた理 由というか、 例外的
なことがあるという御指摘が前回の会議であったのですよね。
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○後藤評価専門官

13ペ ージの一番下 の松井先生か らの御意見で、影 響の報告はあ るもの

のADIの設 定が必要で あると判 断される ならば、 HOIを使うこと になると 思いますと のコ
メントがございましたので、そういう場合もあるのかなということです 。
○頭金座長

松井先生、いかがですか。

○松井専門委員

これは非常に 難しいですけ れども、影響 があるとい う報告がある けれど

も、それで例 えば、1水 準になったり して、NOAELがとれない 。そう いう場合はど うする
かという ことで 、悪影 響があ っても 、その NOAELが決 められ なかっ たら、 もう HOIを使
うしかないということになると思います。
○頭金座長

「原則として」と入れておいたほうがいいということでよろしいです か。

○髙橋課長補佐

先ほど評価 の御議論のと ころで、 HOIは 習慣的なもの とされてい るので

はないかと申し上 げてしまった のですが、こ ちらの記載を 確認いたし ましたところ 、習慣
的なという記載は HOIには書いて おりませんで したので、 この場で訂正 させていた だきた
いと思います。申し訳ありません。
○頭金座長

12ページ の 4行目 で「原則 として 」とい うことを 入れて 、「本 指針では 、原

則として、ヒトに おける有害影 響が出ていな いことを前提 に用いる」 としたいと思 います
けれども、それでよろしいですか。
それでは、2番目のポ イントであり ます最高用量 NOAELの問題で す。最高用量で も毒性
が認めら れなか った場 合、毒 性が認め られな かった 当該最 高用量 を最高 用量N OAEL と書
いて、N OAEL と区別 してい るわけ ですけ れども 、一方 で今回 の指針 で用い ます HOIとい
うのがヒトにおけ る知見で、毒 性が認められ なかった最高 用量という 観点でも考え ること
ができま すので 、この 毒性が 認めら れなか った最 高用量 NOAELを HOIと考え るとい うこ
とでいいかどうか ですけれども 、これについ て検討してほ しいという ことです。こ れの考
え方によって、その後の評価方法が異なってくるということになります 。
今日御出席され ている松井先 生からコメン トをいただい ているので すけれども、 御説明
をいただければと思います。
○松井専 門委員

ここ に書い てあると おりで すけれ ども、 基本的 には最 高用量 NOAELと

いうのはエビデン スとしては 使いにくいの で、どこで使 うかという と、こういう HOIとい
う中に全部組み込 んでしまった らどうかとい うような考え 方ですね。 ですから、そ うする
とHOIの 概念が広が ってしまいま す。いろいろ なところで 書きぶりを変 える必要は ありま
すけれども、同じものであるといって扱っても全然問題はないと思いま す。
○頭金座 長

最 高用量 NOAELも、 この HOIの中に 含めて いいの ではな いかと いう御 意見

です。
吉田先生からも御意見をいただいています。
○吉田専門委員

個人的には 、介入のと きの最高用量 までを HOIと 呼ぶのは、私 のHOIの

理解とは外れてし まってはいる のですが、WHOの定義を見ま すと、HOIと呼んだほ うがい
いと思い ます 。個人 的には 、私は ちょっ と引 っかか ります けれど も、こ の際 、WHOに乗
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っかるということ で、今さらこ れに乗っから ないというこ とになると 、また大変だ と思い
ますので、HOIで私は結構です。
○頭金座長

ありがとうございます。

梅村先生、どうぞ。
○梅村専門委員

我々の研究 報告書をつく っているとき の理解は、 恐らくHOIはも っと狭

い、つま りWHOの定 義から 少しず れて しまっ ていた のかも しれな くて 、そう やって 考え
て い く と 、 ど う し て も 最 高 用 量 NOAEL を 残 さ ざ る を 得 な か っ た の で す が 、 最 高 用 量
NOAEL という 言葉自 体も新 しい言 葉です し、何 もヒト のデータ でそれ が使え るかど うか
の議論は国際的に もされていま せんので、む しろHOIをWHO側の定義 に沿わせてし まえば、
最高用量 NOAELと言 わずに HOIと呼 んでし まえば 、大き な問題 がない かなと 思いま す。
ただ、そのかわり 、松井先生 がおっしゃっ ていたように 、後ろの HOIの 扱い方が大 分違っ
てくるので、そのあたりはもう一度、議論をしないといけないかもしれ ないです。
○頭金座長

ありがとうございます。

最高用 量N OAELも HOIの概 念に含 めてい いので はない かとい うよう な御意 見があ るの
ですけれども、そのほかに御意見、コメントがありましたら、お願いし たいと思い ます。
○石見専門委員

先生方の御意 見に賛成で、HOIを使 うのであれば、WHOの定義に 従った

ほうがいいと思います。
○髙橋課 長補佐

原案 は、評 価の手 法とし て、N OAEL が得ら れなけ れば、 HOIと動 物試

験の結果を比較す るとなって いるかと思い ます。HOIが介 入研究から得 られたもの も含め
るとなりますと、 ヒトの介入 研究から得ら れたHOIについ て動物試験と 比べる必要 がある
のかどうかという 点につきまし て、次回にも う一度、この 点をご議論 いただくとい う理解
でよろしいですか。
○頭金座長

その 後の評価に影 響するところ を具体的に説 明があった わけですけれ ども、

HOIを用 いる場合は HOIから出てき た値と動物 試験の結果を 比較して考 えるという ところ
に影響し てくる という ことな のですけ れども 、そこ を踏ま えても 最高用 量N OAELと いう
ものをHOIの中に含めていいかどうかということ ですが、い かがでしょう か。
○吉田専 門委員

結局 、HOIが 2種類で きてし まう でしょ うけれ ども、 それは その時 その

時の判断 をすれ ばいい ので はない かと私 は思い ます。 そうし ないと 、今こ の 2通り のHOI
を言葉として使い 分けるとい うのはとても 大変だろうと 思いますの で、HOIという 言葉は
このまま介入のほ うにも使って いただいて、それを実際 の評価に使う ときには、恐 らくHOI
がものすごく有効 だと思ってい たのは、相当 な長い期間に 当たって、 ある一定以上 の集団
がずっと摂り 続けてきた 量だから、 これは ADI等の評 価に使え るというつ もりで、ず っと
思っていた。介入 研究の場合で すと恐らく投 与期間も非常 に短くなっ ているし、与 えられ
ている人たちも非 常に少ないと なると、信頼 性ということ に関して言 うと、ちょっ と落ち
るかなという か、 ADIの設定のと きには考 えておかな いといけ ないかなと 思うのです が、
ただし、動物実験よりかは上位に来るかなというくらいの感覚です。
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ただ、介入研究 がどの程度の 規模でやられ ているか、あ るいはどの くらいの期間 でやら
れているかという のは非常にま ちまちだろう と思います。 特にヒトを 対象にして、 大量の
ものを与えるとい うような研究 が何十人も使 ってやってい るとは到底 思えないので 、私が
見た限り では、 大体 1つ の研究 室の恐 らく、 そこの 研究員 か何か を使っ たよう な数人 レベ
ルの研究 で、与 えてい る期間 もせい ぜい 1か 月とか 、今ま で見て きた範 囲では そうい うの
が多かったので、それが果たして、どこまで使えるかという問題はある と思います 。
ただし、動物実 験から外挿し ていくるもの よりかは、や はり使える のかなと。こ れはあ
くまで印 象です 。動物 実験の 場合、 その 2つ がうま く合え ばいい のです けれど も、よ くそ
ういう使い方をし たのですが、 動物実験から 導いてくる数 字と介入の 研究からやっ てくる
HOIから 出す値が大 体同じような ところに来る かなという ことで、互い に補強し合 うよう
な形で決めた。摂 取基準の中で は、それで決 めたものもあ りますので 、そのあたり はケー
ス・バイ・ケース で、どちらを 必ず優先する というもので はないと思 います。互い に補完
し合うようなもの だろうと。そ れは最初から 必ずこちらを 優先すると か、そういう ふうに
してしまうと非常に使いにくいものになってしまうだろうと思います。
○頭金座長

どうぞ。

○松井専門委員

この議論は 、また別のと ころでしない といけない ところです。 HOIにし

ても最高用量N OAELに しても、本当のN OAELよ りは大分低め なのです 。そういう 意味で
まとめて 、 1つの 指標と して使 ったら いいと 思いま す。具 体的に は、介 入研究 で有害 影響
が出てい なかっ たものの 最高用 量と、 この前 から議 論をし ています 99パーセ ンタイル 値、
95パーセン タイル値とい うものを見比 べて、そこでひ とまずHOIとい うものを設定 してい
くというような手 順にはなると 思います。両 方が最後まで 出ているわ けではなくて 、そこ
でどちらを とるか 。最高用 量N OAELを とるか、 摂取量 の調査の 95パ ーセン タイル値 をと
るか。そこでまず議論することです。最後には2つではなく、 1つ です。
○頭金座長

どうぞ。

○梅村専門委員

介入試験のよ うな期間が短 く、母数が少 ないような 場合は、例え ば、動

物実験で 考える とn数が少な くて、 投与期 間が短 いよう な実験 の場合は 不確実 係数の ほう
を調整するという のがやり方で すので、そう いう対処もで きるのではな いかとは思い ます。
○頭金座長

わか りました。評 価の方法につ きましては、 そういう議 論をするとき は別個

設けられ ると思 うので すけれ ども、 HOIの定 義に関 しまし ては、 最高用 量N OAELも 広く
含んだ形で、ここでは定義をしておくということでよろしいでしょうか 。
そうし ます と、先 ほどの 石見先 生から の御 指摘の WHOの クレジ ット に関連 したと ころ
も、ニュアンスと しては介入研 究でやってい るようなデー タもここに は含まれると いうよ
うなことで、記載 ぶりは食安委 の親委員会の ほうでも御検 討をいただ ければと思い ますけ
れども、そういうことでよろしいでしょうか。
○髙橋課長補佐

記載ぶりにつ きましては adm inisteredの直 訳ではなくて も、介入 研究を

含むというような ニュアンスが 入るような形 で修文を考え させていた だきたいと思 います。
40

○頭金座長

ありがとうございます。

それでは 、その他 、定義が 必要なも のは 17ページ の 2～ 14行目ま で書かれ ておりま すけ
れども、これはまた全体を通した後で決めていただくとしたいと思いま す。
では、20ページの 2行 目の「 第3

目的」です。目的について 、何か 御意見があり ました

らお願いします。
それでは、「第 1章

総則」の「 第1

背景」、「第 2

定義」、「第 3

目的」に 関しま

して、そのほかに何か先生方から御意見、コメントがありましたらお願 いします。
それでは、今回 は「栄養成分 関連添加物に 関する食品健 康影響評価 」（案）の策 定に向
けた議論を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 の議論を含め て、次回以 降、引き続き 審議す
ることにいたします。よろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○頭金座長

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、次回改めて御審議をお願いしたいと存じます。
○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 結構ですが、 何かございま したらお願 いいたします 。よろ
しいですか。
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か。
○髙橋課長補佐

次回の会合 は、来年でご ざいますが 、平成 29年 1月 13日金曜日 14～ 17時

の予定でございます。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 6回 「栄養 成分関 連添加 物ワー キング グル

ープ」を閉会したいと思います。どうもありがとうございました。
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