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 8回 会 合 議 事 録
１．日時

平成29年2月1日（水）

13:59～17: 07

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、上西専門 委員、
柴田専門委員、髙須専門委員、松井専門委員、横田専門委員、吉田 専門委員
（食品安全委員会委員）
佐藤委員長、山添委員、吉田委員、山本委員
（事務局）
川島事務局長、東條事務局次長、関野評価第一課長、池田評価情報 分析官
髙橋課長補佐、後藤評価専門官、治田係員、新井技術参与

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

そ れでは 、定刻 になり ました ので、 ただい まから 第 8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 をいた
だきまして、まことにありがとうございます。
本日は、10名の専門委員に御出席いただいており ます。
なお、残留農薬 研究所の北條 仁先生は、御 都合により本 日は御出席 いただいてお りませ
んが、引き続き今 回の指針案を 御確認いただ いております ので、議事 次第には欠席 専門参
考人として、お名前を記載させていただきました。
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なお、宇佐見専 門委員、合田 専門委員、祖 父江専門委員 、瀧本専門 委員は、御都 合によ
り御欠席との連絡をいただいております。
また、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 8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

資料を確認さ せていただく 前に、先般、 食品安全委 員会の委員の 改選が

ございましたので、その御報告をさせていただきます。
このたび、新たに委員に就任されました山本委員でございます。
○山本委員

皆さ ん、こんに ちは。1月 7日付 で熊谷委員の 後任として 食品安全委員 会委員

になりました山本でございます。
私自身はプリオ ン専門調査会 で発足当初か らずっと専門 委員をやっ てまいりまし た。今
回は微生物・ウイ ルスとか、か び毒・自然毒 等の担当とい うことでや らせていただ くわけ
ですけれども、こ ちらの調査会 にも出席して 、いろいろと 勉強をさせ ていただきた いと思
います。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「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、資料の指針 案のうち四角 囲みを抜いた ものでござい 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。
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

ありがとうございます。

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。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、議事に入りたいと思います。
まず、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」です。
この栄養指針案 につきまして は、前回まで のワーキング グループで 全ての項目に ついて
一とおり 御議論 をいた だいて おりま すので 、本日 は前回 までの 修正点 につい て、「 第 2章
各論」、「第1章

総則」の順に、御議論をいただきたいと思います。
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それでは 、まず 、「第 2章

各論 」の「 第1」及び 「第 2」に ついて 、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。説明をさせていただきます。

15ページ の中ほどの少 し下、 23行目からで ございます。 「第 2章

各論」 です。「第 1」

に入る前の柱書きとして修文をさせていただいております。
24行 目です けれども 、「評 価の考 え方の詳 細等は 第 1以降に 示すと おりで あり」と いう
ところで ござい ます。 ポツが 3つござ います けれど も、真 ん中の 「安全 性に係 る知見 」に
つきましては、前 回の御議論を 踏まえて順番 を入れかえて 、体内動態 を最初に持っ てきて
おります。このよう な書き方でよ ろしいでし ょうか。御確認 をお願いで きればと存じ ます。
15ページ の一番下の行 ですけれども 、括弧書きと いたしまして 「（関連物質 を含む）」
という記載がござ います。前回 のワーキング グループにお きまして、 この関連物質 につい
て説明書きを記載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。
16ページ に事務局から の説明文の案 を提案させて いただいてお ります。「対象品 目の評
価を行う際、併せ て考慮するこ とが科学的に 妥当と考えら れる物質。 例えば、塩基 部分が
異なるミネラル」 、炭酸カルシ ウムの評価の 際に参照した 酢酸カルシ ウムのような もの。
また、「ビタミン 誘導体、対象 品目の代謝物 等が考えられ る」という 案を提案させ ていた
だいてございます。
事前の御確認に おきまして、 松井先生から 「例えば」と 「等」はど ちらか削除で よいか
もしれませんという御意見をいただいてございます。
16ペ ージの 15行目 、「第 2

安 全性に 係る知見 」でござ います。 前回のワ ーキング グル

ープの御 審議を 踏まえ まして 、体内 動態を 「 1」に 持って くると いうこ とで、 並びを 変更
させていただいてございます。
その「 1

体内動 態」に ついてで すけれ ども、 17ペ ージをお 願いい たしま す。この 項目

は「（ 1）」 ～「（ 3）」まで ござい ますけれ ども、 「（ 3）」 につき まして 、乳児等 の特
定の集団における 評価の後には 、「必要に応 じて行うこと とし、」と 修正をさせて いただ
きました 。同じ ニュア ンスの 文章が この指 針案に 4カ所程 度出て きます ので、 連動し て同
じように修正をさ せていただき たいと存じま すけれども、13ページが この特定の集 団の最
初の文章になりま すので、少 し戻ってし まいますが 、13ペ ージを御覧 いただければ と存じ
ます。
13ページ の20行目 です。乳児 等における特 定の集団にお ける評価は、「必要に応 じて行
うこととし、その 際」とつなげ たいと考えて おります。必 要に応じて 行われるべき と考え
まして、このよう に修正をさせ ていただきま した。このよ うな修正で よろしいかど うか御
確認をお願いいたします。
17ペ ージに戻 っていた だければ と存じま す。 19行目か らが「 2

ヒトにお ける知見 」で

ございます 。「（ 1）」～「 （ 3）」 まで分か れてお ります 。「（ 1） 」に入 る前の柱 書き
ですけれども、前回 のワーキング の御議論を 踏まえまして、修正をさせ ていただきま した。
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特に23行目 です。「 NOAELやL OAELが得 られない場合 は、HOIを検 討するための 資料を
提出すること」と させていた だきました。 HOIを検討する ための資料と して、通常 の研究
に関する論文以外 にも摂取量調 査といった情 報もあるので はないかと いう御意見が ござい
ましたので、それがわかるようにここで修正をさせていただきました。
なお、変更が間 に合っていな くて恐縮です けれども、提 出すること という要請者 に向け
てのメッセージに なっていま すが、ほかと の並びを考え まして、例 えば「HOIを検 討する
ための資料が必要 となる」とい った文言にさ せていただき たいと考え てございます 。後ほ
ど御意見がございましたら承りたいと存じます。
続きまして 、同じ 17ページ の26行 目でござ います。「 （ 1）ヒトに おける影 響の 1～ 7の
分類」で す。最 初の 3行 程度、 祖父江 先生か らの御 意見を 受けま して、 反映を させて いた
だきました。「人 への有害影響 につながる一 連の因果連鎖 の中で、栄 養成分関連添 加物の
摂取が引き起こす 測定可能な変 化は、」とい うところでご ざいます。 「一連の因果 連鎖」
という言葉につき まして、「causal pathway」と いうもとの英 文がありまし たので 、その
ような表現になっ ていますけれ ども、例えば 「一連の事象 の中で」と かいう言葉も 考えら
れます。後ほど御議論をいただければと存じます。
19ページ 、「ヒ トにおける影 響の 1～ 7の分類 」でございま すけれども 、前回のワ ーキン
ググループ を踏ま えた修 正になっ ており ます。「 1」、「 2」、「 3」 につき ましては 、恒
常性の範囲内もし くは恒常性の 範囲外という ような表現に なっています。15行目か らの段
落につきましては、その上の表現を踏まえた、連動した修正です。
21ペ ージの 2行目から 「（ 2） エビデ ンステ ーブルの 作成等 （ A～ Cの分類） 」とい うと
ころでございます 。前回のワー キンググルー プで、この文 案につきま して、祖父江 先生と
相談をするように というふうに 座長からござ いましたので 、前回のワ ーキングの後 に祖父
江先生に御相談させていただいた文章になっております。
なお、 3行目で すけれ ども、 「得ら れたヒ トにお ける有 害影響 に関す る知見 につい て、
次のような項目に ついて情報を まとめ、エビ デンステーブ ルを作成す る」というと ころで
す。エビデンステー ブルに掲載す るのは、あく までもこの有 害影響に関 する知見です ので、
原則「 3」 以上と された 試験に 絞ると いうこ とにな ろうか と存じ ますけ れども 、念の ため
御確認をお願いできればと存じます。
22ペー ジページ でござい ます。特 に大きく 変わってい るところ ですけれ ども、「 A」と
「B」と「C」の説明文につきまして、少し大き く修正が入っ ております。
「 A」に つきまし ては、「 偶然性 、バイア ス、交 絡因子が 適切に制 御され た試験デ ザイ
ンであって、研究の質 が一定レベ ル以上である 研究」というこ とで、例えば、 RCT を例示
として挙げてございます。
「 B」に つきまし ては、「 偶然性 、バイア ス、交 絡因子が 概ね制御 された 試験デザ イン
であって、研究の質が一 定レベル以 上である研究（ただ し、Aに分類される 研究を除く。）」
ということで、コホート研究等が想定されています。
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もともと 「 A」に あった ポツにつ きまし ては、少 し語尾 を変え る形で 7行 目の「 A～ Cに
分類する」の右上に脚注 番号を付しま して、欄外に落と して掲載をし ております。「 A～ C
の分類は、次のよ うな点を考慮 して行う」と いう記載でご ざいます。 例えば「集団 や研究
対象を設定、摂取 、比較群が明 確に記述され ているか」の ように記載 をさせていた だきま
した。
「A」と「 B」につ きましては 、少し修正が 間に合ってい なくて恐縮で すけれども 、研究
の質が一定レベル 以上であると いうところは 共通しており ますので、 意味はもちろ ん変え
ないのです が、例 えば「 A」 につい ては「研 究の質 が一定レ ベル以上 であっ て、偶然 性、
バイアス、交絡因 子が」とつな げたほうが文 章の座りがよ いのではな いかと考えま して、
そのように修正をさせていただきたいと存じます。
23ページ 、「 A又は B以外の研究」 ということ で、「 A」 と「 B」に該 当しない研 究をこ
こで「 C」 に分類さ れるとい うとこ ろになっ てござ います。 ここも少 し文言 の修正が 間に
合っていないので すが、例えば「 A又は Bに該 当しない研究 」とかいう 文言に修正を させて
いただくことも一案かと存じます。
24ペ ージの 2行目 「（ 3）ヒ トにおけ る知見に 係る判断 について 」でご ざいます 。8行目
に「その際、メタ アナリシスに 関する知見も 重視する」と いう表現に つきまして、 松井先
生から「メタアナリ シスに関する 知見を重視 する」というコ メントをい ただきました ので、
反映させていただいております。
もう一つ、松井先生か ら、メタ アナリシス の前に「 質の高い 」という 言葉を持って きて、
「その際、質の高 いメタアナリ シスに関する 知見を重視す る」という 表現はどうか という
御意見をいただい ております。 ただ、その場 合にはメタア ナリシスの 質をどのよう に評価
するかが問題となるでしょうというコメントをいただいております。
25ページ の中ほどでご ざいます。10行目のところ で「かつ原則とし て健康への悪 影響が
観察されない場合 は」というところ、 13行目「摂 取量に関する 知見」につきまし ては、前
回のワーキンググループの御意見を踏まえた修正でございます。
15行目、16行目につきまして は、先ほどの 13ペー ジに連動した 修正でござい ます。
25ページ の「 3

毒性試 験」の項目で すけれども 、ここの 22行目、 23行目も 13ペ ージと

連動した修正となっております。
ここまでが「第1」と「第2」になります。御審議 をよろしくお 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、今回 は前回までの ワーキンググ ループでの議 論を踏まえ た修正という ことに
なっておりますので、また順に御確認あるいは御意見をお願いしたいと 思います。
それでは、 15ペー ジに戻っ ていただき まして、 15ペー ジの 23行目か ら「第 2章

各 論」

であります。ここ では 28行目の「安 全性に係る知 見」の括弧 の中の順番を まず「体内 動態、
ヒトにおける知見 及び毒性試験 」という並び にしたと。先 ほど御説明 がありました けれど
も、そういう順番 にしたという ことですが、 これは今まで の議論を踏 まえて変えた という
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ことですので、よろしいでしょうか。
35行目の「（ 関連物質を 含む）」の関連 物質は何かと いうことが 、16ページの上 の括弧
書きの中にありま す。事務局の 案としては、 この関連物質 というもの について、「 対象品
目の評価を行う際 、併せて考慮 することが科 学的に妥当と 考えられる 物質。例えば 、塩基
部分が異なるミネ ラル、ビタミ ン誘導体、対 象品目の代謝 物等が考え られる」とい う案が
出てきております けれども、こ れについては いかがでしょ うか。松井 先生から「例 えば」
と「等」はダブる のではないか ということの 御意見が出て いますけれ ども、ここは 書き方
の問題かと思いま すが、この案 につきまして 、それ以外に 何か御意見 があれば、お 願いい
たします。どうぞ。
○石見専門委員

「塩基部分の 異なるミネラ ル」というと ころですけ れども、違和 感があ

って、ミネラル化 合物とか、そ のような文言 のほうがよろ しいのでは ないかと思い ます。
ミネラルだけだと カルシウムと かマグネシウ ムとか、いわ ゆる元素と 言いますか、 食事摂
取基準でもミネラ ルというのは、まずはカル シウムとかリ ンとか、その 物質だけです ので、
塩基部分というの は炭酸カルシ ウムとかリン 酸カルシウム とか、その 塩基の部分が という
ことなので、化合物があったほうがよろしいのではないかと思いました 。
○頭金座長

ありがとうございます。

ミネラルだけで はなくて、ミ ネラル化合物 としてはどう かという御 意見ですけれ ども、
よろしいですか。 では、そこは このミネラル の後に化合物 を入れてい ただくという ことに
したいと思います。そのほかに何かございますでしょうか。
松井先生、「例えば」と「等」はどちらがいいですか。
○松井専門委員

重複している 気がしますの で、どちらか と言えば、 「例えば」だ けでも

よろしいのではないですか。
○頭金座長

よろしいですか。

○髙橋課長補佐
○頭金座長

承知いたしました。

それ 以外にこの説 明文の案につ いて、何か御 意見があり ましたらお願 いした

いのですけれども 、よろしいで すか。特にな いようでした ら、これは 脚注に入れる という
ことですね。この 関連物質とい うところにつ いての説明と いうことで 、脚注に御意 見をい
ただいた部分を反映した文章を加えたいと思います。
次に「第 2

安全性 に係る知見」です。ここ は先ほど申し ましたように 、順番とし ては、

体内動態、ヒトにおける知見、最後に毒性試験という順番になっていま す。
まず「 1

体内動 態」です。 17ペ ージの 14行目、 15行目 の「（ 3）」の ところで「 乳児、

小児、妊婦 、授乳婦 、高齢 者等の特定の 集団における 評価は 、必要に応 じて行うこと とし、
その際、各集団に おける体内動 態の知見があ る場合には、 それらも考 慮する」とい うこと
ですけれども、「 必要に応じて 行うこととし 」ということ が事務局案 として新しく 挿入さ
れています。
似たような、い わゆる特定の 集団に関する 記述が、この ガイドライ ン案の中には そのほ
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かに4カ 所あります。最初に出てく るのが、13ページの「第 4

評価に ついての基本 的な考

え方」です 。評価に際し ての基本的な 考え方という のが 13ページに出 てくるのです けれど
も、必要に応じて 行うというこ とですが、こ ういう文を挿 入してもよ ろしいかどう 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。よろしいで すか。
特定の集団と試 験対象の集団 とで違いがあ るということ が示唆され るのであれば 、それ
らについても考慮するということだと思うのですけれども、これでよろ しいでしょ うか。
梅村先生、どうぞ。
○梅村専 門委員

1個前 の話に 戻って しまっ て恐縮 ですけ れども 、今こ こで気 がつい たの

ですが、関連物質につい ての脚注の説 明は、今、議論していた 15ペー ジが最初では ないの
ですよね。例 えば、13ペー ジの 25行目に「 関連物質 」と書いて あるのですけ れども 、どこ
で関連物質を説明するか。
○頭金座長

どうぞ。

○後藤評価専門官

この「関連物質」と いう単語自体 につきまして は、5ペ ージの「 1

栄

養成分関連添加物」の 最終文、 7行目、 8行目に 出てきます。「対象 とし、その関連 物質も
含む」。ここが「 関連物質」と いう言葉のこ の指針におけ る最初の登 場箇所ですの で、通
常は一番最初に出 てきた場所に 付しています ので、今回も そうするほ うがいいので はない
かと考えております。
○頭金座長

脚注 ですので、最 初に出てきた ところに入れ るのが通常 だと思います けれど

も、それでよろしいですか。
○梅村専門委員
○頭金座長

はい。

では 、関連物 質の脚注は 5ペー ジのところ に入れ、特定の集団に 関しては「必

要に応じて」を入れるとい うことでよろ しいですか 。その他 、4カ所も ありますけれ ども、
順次確認 してい ただけ ればよ ろしい かと思 います が、基 本的に その他 の 4カ所 も全て 「必
要に応じて行うこととし」ということを入れていくことにしたいと思い ます。
次に「 2

ヒ トにおける 知見」で す。 17ページの 23行 目「N OAELや LOAELが得ら れな

い場合は、HOIを検 討するための 資料を提出す ること」。 「提出するこ と」という のが文
言の修正で資料が 必要となる というような 修正案になっ ております 。HOIをこれま で議論
してまいりました けれども、こ れを検討する 必要が出た場 合は検討す るのに必要な 資料が
要るということか と思いますが 、ここの箇所 に関しまして はいかがで しょうか。こ の指針
案の特徴はHOIを用 いる場合もあ るということ かと思いま すので、あえ てここでこ ういう
言葉を入れたとい うことかと 思いますけれ ども、ここも よろしいで すね。では、 HOIを検
討するための資料が必要となると修正をしていただきたいと思います。
そうしま すと、 17ペー ジの 26行目か らになり ますけれ ども、「 （ 1）ヒト における 影響
の1～ 7の分 類」ということです。ヒト における有害 影響のレベル を「1」～「 7」に分類し
ていくわけですけ れども、前 回のワーキ ンググループ でも問題にな りましたが 、18ページ
の中ほどの【第7回WGより】に書いてございます 。
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WHOの原文の 中では「 within the causal pathway of an adverse health effect」 という
のがありまして、 これをどのよ うに和文に訳 すかというと ころで、前 回のワーキン ググル
ープでも大分議論 をしていただ きました。そ こで、祖父江 先生に考え てくださいと いうこ
とでしたが、祖父 江先生からは 「人への有害 影響につなが る一連の因 果連鎖の中で 、栄養
成分関連添加物の 摂取が引き起 こす測定可能 な変化」とい うような日 本語を作って いただ
きました。先ほど の事務局から の御説明では 、「一連の因 果連鎖」の ところを「一 連の事
象連鎖」という言 葉もあるので はないかとい うことでした が、ここに つきましては いかが
でしょうか。
○後藤評 価専門 官

す みませ ん、説 明不足 で失礼 いたし ました 。 1つの 案とし ては「 一連

の事象の中で」という考え方もあるのではないかと存じます。
○頭金座長

「一 連の事象の中 で、栄養成分 関連添加物の 摂取が引き 起こす測定可 能な変

化」。いかがでし ょうか。確か に連鎖と一連 の連鎖はほぼ 同じような 意味かと思う のです
けれども、かなり 意訳をしてい かないと、こ の文章の意図 がなかなか 通じにくいか なとい
うところがあるのですが、いかがでしょうか。よろしいですか。
○髙橋課長補佐

事象と修正を いただくとい うことでよろ しければ、 祖父江先生に まだ伺

っていないので、 祖父江先生に お伝えして、 特に問題ない ようであれ ば、修正をさ せてい
ただくということでもよろしいですか。
○頭金座長

本日 は案を出して いただいた祖 父江先生は御 欠席ですの で、祖父江先 生の御

意見を確認した上 で、今日御出 席の先生方が 今ので問題な いというこ とであれば、 「一連
の事象の中で、栄 養成分関連添 加物」云々と いう形で進め たいと思い ますけれども 、よろ
しいですか。
ありがとうございます。では、そういう形で進めさせていただきたい と思います 。
具体的な「1」～「 7」の分類ですが、有害 影響について の分類にな りますが、 19ページ
の3～ 13行 目まで「 1」～「 7」 の分類が 記載され ておりま す。これ につきま しては、 前回
までのワーキング グループでの 御意見をもと に、こういう 修正がなされ たということ です。
基本的には 前回か ら議論 していま すよう に、 15行目 から書い ており ます「 3（恒常性 の範
囲外であって 、過剰摂取 による潜在的 な有害影響の バイオマーカ ーとなる生化 学的変化 ）」
以上を有 害影響 と考える という ことで すね。 十分な 情報があ る場合 は「 2」 をUL Sの 設定
のための有害影響 ととることも できるという ことですけれ ども、ここ はこれでよろ しいで
しょうか。
梅村先生、どうぞ。
○梅村専門委員

これは「 1」と「2」 で有害影響の 前に「既知」がつ いているのと ついて

いないの がある のです けれど も、何 かこれ は意味 があり ました か。「 1」は「 後に続 く有
害影響」で、「2」は「後に続く既知の有害影響」と書いてあ ります。
○頭金座長

5行目に は「既知の有害影 響」が出てくる けれども、 3行目に は、「既知」が

ないということですか。
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○梅村専門委員
○頭金座長

何か意味があるのかどうか。

どうぞ。
21ペー ジにも とのWHOの英 文があ りまし て、英文 に引き ずられ てい

○後藤評 価専門 官

るだけな のです けれど も、「 2」のほ うは「known」と入 ってい るので 、「既 知の」 と入
れてございます。
○頭金座長

直接 的な理由とし ては、事務局のほう から説明が あった 21ページの四 角囲み

の中にあります「F igure3-3. 」で「 2. 」のとこ ろには最後 に「 without known sequele」と
いうことが書いて あって、この「known」を「 既知の」と訳 したという ことだと思い ます。
実際上、日本語に直したときに、これが要るのですかね。
例えば、万が一 、未知であっ ても、それが わかないです よね。既知 のものにしか 想定し
ようがないですよ ね。未知の有害 影響がある のではないか と言われても 、考えようが ない。
そういう意味で、あえて「既知の」と書いてあるのですかね。
○松井専門委員

これは恐らく「 2」と「 3」の対比 のために「既知 の」がついてい るので

はないか と思い ます。 「既知 の」が 必須か どうか はわか りませ んけれ ども、 「 3」で は、
恒常性の範囲外で あって、ある バイオマーカ ーが変化した 。それが有 害影響のマー カーと
なる。「 2」はバ イオマ ーカー は動く かもし れない けれど も、そ れが有 害影響 とは言 い切
れないと いうよ うなニ ュアン スだと 思いま す。で すから 、この 「既知 の」は 多分「 3」に
対比するために入れているのだと思います。
○頭金座長

入れておいたほうがいいということでよろしいですか。

○松井専門委員

微妙ですけれ ども、確かに 未知のと言わ れたら、困っ てしまいます ので、

入れておいたらよろしいのではないでしょうか。
○梅村専門委員

「1」には入れないほうがいいですか。

○関野評価第一課 長

「 1」について説明 させてもら います。「 1」は「示唆され ない」と

いうところで事実 と既知と未知 とを両方含め た形になって いると思い ますので、あ くまで
示唆ですから、実 際に既知の有 害事象か、あ るいはあくま で予測され るというか、 想定さ
れるものかどうか を全部ひっく るめて、示唆 される、され ないという ところで表現 し切れ
ていると思います。
○頭金座 長

「 2」のほ うにの み「既 知」と いう言 葉を入 れる意 図があ るとい うこと です

けれども、いかがでしょうか。
○梅村専門委員
○頭金座 長

意図があるのであれば、いいです。

よ ろしい でしょ うか。 では、 ここは このま ま原案 どおり 、 5行目 ですけ れど

も、「後に続く既知の有害影響」としたいと思います。
そのほかに 19ページの 15～ 22行目ま で、上の変更に伴っ て修正され ているかと思 うので
すが、これでよろしいですか。
ありがとうござ います。では、この「 1」～「 7」の ところは、これ までの議論に 従った
修正としたいと思います。
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次に21ペ ージの「（ 2）エビデン ステーブルの 作成等（ A～ Cの 分類）」です。有 害影響
を「A」～「 C」と さらに分類 をしていく わけですけ れども、こ こにつきま してもWHOの
文章をもとに原案 があったので すが、前回ま でのワーキン ググループ の中で非常に わかり
づらいとい う御意 見があり まして、 前回、 疫学の専 門家で ある祖父 江先生に 、この 「 A」
～「 C」の 分類につ いて修正 をして ください と私の ほうから 御依頼い たしま した。そ の依
頼に応える形で祖父江先生から修正案が出されています。
そもそも分類の 対象にするも のにつきまし ては、ヒトの 有害影響に 関する知見を 分類の
対象にいたします ので、先 ほど事務局か ら確認のお話 がありました けれども 、「 1」～「 7」
の分類に 関して は「 3」 以上の ものを エビデ ンステ ーブル に載せ るとい うこと があり まし
たが、先生方、それはそういう御理解でよろしいですか。
○松井専門委員

それはまずい と思います。 エビデンステ ーブルを実 際に使う際に は、用

量ごとに知見を並 べていくわけ です。そして、この知見 で始めて、L OAELない しN OAEL
が設定できたとい うような形で エビデンステ ーブルをまと めるべきであ って、
「 1」、
「 2」、
「3」も全 てエビ デンス テーブ ルに加 えたほ うが評 価はし やすい と思い ます。 ですか ら、
有害影響に関する 知見の中には 、当然、有害 影響がないと いう知見も 含まれると私 は考え
ます。
○頭金座長

「 1」と「2」につ いてもエビデ ンステーブル の対象にす るべきという ことで

すね。いかがでしょうか。
○松井専門委員

もう一点です けれども、例 えば、ある用 量で有害影 響が出た。そ れより

上回る用量で有害 影響が出ない という場合も あり得るわけ です。そう すると、有害 影響が
出なかったものは エビデンステ ーブルから除 かれてしまう ことは問題 になります。 ですか
ら、ここは集めた 知見を全て含 めたエビデン ステーブルと したほうが 、評価は非常 に容易
になると思います。
○頭金座長

ありがとうございます。

上西先生、何かコメントはございますか。
○上西専門委員

私も松井先生 のおっしゃる とおりだと思 います。そ の関連するよ うな論

文に関して、全て でエビデンス テーブルを作 って、どこで 判断をした かというのが わかる
ようにすべきだと思います。
○頭金座長

全て のヒトにおけ る知見につい て、この「 A」～「 C」の 分類を行うべ きとい

う御意見ですけれども、ほかの先生方はいかがでしょう。どうぞ。
○梅村専門委員

私も賛成です 。それがさっ きこだわった 「既知の有 害影響」で、 その中

にもしかしたら未 知の有害影響 があるかもし れないことも 、その他の 情報から得ら れるか
もしれないということですよね。ですので、先生方の意見に私は賛成し ます。
○頭金座長

ありがとうございます。

いかがでしょう か。実 は私自身はこ の文章だけを 読んだときに「有害 影響に関する 知見」
と書いて あった ので、 「 3」以 上を想 定して いると とらえ ていま した。 また、 場合に よっ
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ては「2」以上か「 3」以上 だけでいいの かと理解して おりましたの が、松井先生か らいた
だいた御意見が必 要であれば、 ここの文章自 体を松井先生 の御意見に 沿うように書 き直す
必要があると思うのですけれども、いかがですか。
○石見専門 委員

22ペー ジの 2行目に 「評価 したヒト における 影響の 1～ 7の 分類」と 書い

てありますので、私 は当然「 1」～「 7」と思 っていたので すけれども、こ こが「 3」～「 7」
ということなのでしょうか。
○髙橋課長補佐

エビデンステ ーブルの作り 方でございま すが、前に 御評価いただ いた炭

酸カルシウムの評 価書では、テ ーブル形式に はなっていな かったので すけれども、 小項目
としては、腎結石 の知見の項目 、ミルクアル カリ症候群の 知見の項目 といった形で まとめ
ていただいていた ので、今後も 、要請者は、 最初に、有害 影響と思わ れる所見を絞 って、
それに関連するテ ーブルとして、例え ばテーブル 1やテ ーブル 2といっ た所見ごとの ものを
作るのかなという のを想定して おりました。 その場合、最 初に、小項 目とする有害 影響を
検討する にあた って、 「 3」以 上のも のであ ること が目安 になる のかと 考えて おりま した
ので、今そのよう な御相談をさ せていただい たのですけれ ども、そも そもエビデン ステー
ブルのまとめ方に ついてはそう いう形でない ようでしたら 、あたらめ て先生方のお 考えを
教えていただればと思います。
○頭金座長

前回 の炭酸カルシ ウムのときは 最初に有害影 響をまず決 めて、それに ついて

エビデン ステー ブルの 分類を してい ったと いうこ とかと 思いま す。結 果的に 「 3」以 上の
ものについて作成 したというこ とになってい たわけです。 先ほど、松 井先生から御 示唆い
ただいた方法では 、そこにかか わらず、全て のヒトにおけ る知見をま ずあらかじめ エビデ
ンステーブルの中 に載せて、そ この中からむ しろ有害影響 を同定して いく。有害影 響とい
うのをどこの段階 で同定するの かとは思うの ですけれども 、そこら辺 の手順も踏ま えてい
かがでしょうか。
○梅村専門委員

先ほどもお話 ししましたが 、そこに未知 の有害影響 も含まれてい ること

があるかもしれな いことも、そ のエビデンス テーブルから 判断できる かもしれない という
意味では、全てを 書いたほうが いいのだろう と思います。 ただ、それ でどの程度煩 雑にな
ってしまって、ど の程度無駄な 所見がずらっ と並ぶのかと いうのが想 像できないの で、そ
のあたりはどうなのでしょう。
○頭金座長

どうぞ。

○石見専門 委員

必ずし も「 3」以 上があ る物質ば かりで なくて、 「 1」と か「 2」だ けの

物質もある かもし れない ので、一 応「 1」 ～「 7」を 見てお いて、「 3」以上 がたくさ んあ
るようでしたらと いうことでケ ース・バイ・ケー スかなと思い ますので、「 1」～「 2」を
最初から除く必要はないと思います。
○頭金座長
○佐藤委員長

どうぞ。
恐 らく今、議論 を伺っていま すと混乱して いるのは、 エビデンスを 並べて

眺めてみ るとい う点と 、評価 書にど うあら わすの かとい う点と 多分 2つ がごち ゃごち ゃに
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議論をされている ような気がす るのです。考 えている上で は、ネガテ ィブデータか らポジ
ティブデータまで 全部並べてみ ないとわから ないというこ とがあるの だろうと思い ますし、
実際にリスク評価 書を書く上に 当たっては、 もっと整理し た形で出し てもらったほ うが読
むほうとしてもわ かりやすいの だろうと思い ます。多分こ こで言って いるエビデン ステー
ブルというのは、考え る材料を作 るためのエビ デンステーブ ルなので、「 1」とか「 2」と
か所見のなかった ものも含めて 書かないと、結局 dose responseは わからないで す。そこの
ところをはっきりさせておいたほうがいいのかなと思いました。
○頭金座長

ありがとうございます。

有害影響を考察 していくプロ セスにおいて は、「1」とか「 2」の情 報も必要にな ってく
る場合があるとい うことですね 。そうすると 、そのエビデ ンスレベル はどのくらい のレベ
ルになるのかとい うのも当然考 察すべき話だ ろうという御 意見だと思 います。それ を評価
書をまとめるとき にどういうふ うにまとめる かというのは また別な話 で、考えたプ ロセス
を全て書いてもわ かりづらい評 価書になると は思いますの で、そこら 辺をこの指針 案の中
にうまく書き分けるというのは難しいような気もするのですが。
○梅村専門委員

申請者が指針 案を読んで資 料を提出する ときに、作 成するエビデ ンステ

ーブルでは作為的 にデータを省 いてもらって は困るという のが今の議 論だったので 、その
あたりは誤解されないような書き方をすべきではあると思います。
○頭金座長 「 1」とか「 2」を 最初から除外 すると考える べきではない と。これを読 めば、
先ほど御指摘をい ただいたよう に、「1」～「 7」の分 類を書くと書 いていますの で、あえ
て書かなくても当 然「1」～「 7」ととる と思います。それ を評価書の 中でどうまと めてい
くかというのは、 これは調査会 の中でまとめ ていくときに 考えて、書 きぶりについ ては考
慮すればいいのかなと思いますけれども、そういう方向でよろしいでし ょうか。
○髙橋課長補佐

要請者はとに かく知見を全 部出し、評価 書を作成す る際に、こち らでそ

れらの知見を分類 し、並びかえ てテーブルに まとめて評価 いただくと なると、先生 方にそ
この分類や並びか えを一からお 願いすること になるので、 もともとこ ういうふうに エビデ
ンステーブルを作 るというイメ ージがおあり でしたら、あ らかじめ要 請者にそれが わかる
ようにしておいた ほうが、要請 者は、最初か らそれに沿っ たまとめ方 をして出して くるの
ではないかと思い ます。添加物 のリスク評価 は、食品安全 委員会が自 ら行うものと いうよ
り、通常は要請者 が存在します ので、あらか じめ評価側の 考え方がわ かれば、要請 者はそ
れを踏まえて要請 書を作るので はないかと思 います。ただ 、今の御議 論では、そう ではな
く、先生方が評価 書を作成いた だくときに、 新たにテーブ ルを作られ るということ でよろ
しいでしょうか。
○頭金座長

まず、申 請者には「 1」と「 2」も含めたエビ デンステー ブルの作成を お願い

するということですね。
○梅村専門委員

今の事務局の 質問は、それ を取捨選択す るのはどこか という話です よね。

調査会で選択して 最終評価書に サマライズさ せるのか、事 前に業者が サマライズし てしま
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うかどうかということですよね。
○髙橋課長補佐

要請者として は、評価側の 考え方が詳細 にわかれば 、それを踏ま えて資

料をまとめて要請 するというの は、当然なこ とかと思いま すので、も しあらかじめ 評価の
考え方をお示しで きるのであれ ば、そのほう が進めやすい のかなと思 った次第です が、そ
れは余分な点でしたら、申し訳ありません。
○佐藤委員長

考 え方の問題と いうのは、そ れは必ずしも エビデンス テーブルの作 り方の

問題ではないと思 います。農薬 だって有害影 響を並べて作 っているの は調査会でし ょう。
それを有害事象か 何か、必要な ものかどうか を認めるのか は専門調査 会でやるべき ことで
あって、事実をこ ういう手順を 書いてあって 、それについ て並べてく ださるのは申 請者で
もいいわけだと思 うけれども、 それを判断す るのはあくま でも専門調 査会にお願い するこ
とだと私は思います。
○頭金座長

どうぞ。

○関野評価第一課 長

今、御意見 をいただいた 中ではっきり したのは、「 1」～「 7」の分

類の集められた知 見をワーキン ググループで も一とおり見 た中で評価 していくとい うこと
かなと思い ますの で、 21ペー ジから 始まる「 （ 2）エ ビデンス テーブ ルの作 成等」の とこ
ろで、作る側ある いは提出され たものに基づ いて評価する 側、両方に とってすべか らく「 1」
～「 7」が カバー できる ような 書き方 として 工夫す るとい うこと かなと 思いま す。く しく
も先ほど御 指摘いた だいた 22ペー ジの 2行目 には「 1～ 7の 分類」と いうこと も書いて あり
ますので、一とお り分類したも のを見ること を個々の評価 の中でして いくというこ とは確
認できたかと思います。
○頭金座長

ありがとうございます。

では、ここは特 に修正なく、 考え方として は我々の仕事 が増えるの かもしれませ んけれ
ども、「 1」～「7」の全 ての知見につ いて、こ のエビデンス テーブルを 作っていただ いて、
それをこのワーキ ンググループ で評価してい くいう作業が 起こると思 いますけれど も、そ
れでよろしいでしょうか。どうぞ。
○横田専門 委員

その考 え方に基 づくと 、この 言葉のこ とです けれど も、 21ページ の 4行

目に「ヒトにおけ る有害影響に 関する知見に ついて」と書 いてあるの で、この「有 害」は
とらないと、「1」に相当するものが抜けてしまう可能性があ るかなと思い ます。
○頭金座長

そう ですね。実は 私もこの有害 影響という言 葉に引っ張 られた一人で はある

のです。
○関 野評 価第 一課 長

先ほ どの 説明 のと きに 21ペー ジも 触れ れば よか った ので すけ れど

も、今の御議論を 踏まえれば、4行 目のところを 今から言いま す。ここは 17ページ の「（ 1）
ヒトにおける影響 の1～7の分類」のタイトルで 使っている言 い方で、
「ヒトに おける影響 」、
「ヒトにおける影 響に関する知 見」、「知見 」があったほ うがよけれ ば、それでも 構いま
せん。少な くとも 有害の ところは 17ページの 「（ 1） 」の言い 方にそ ろえて おきたい と思
います。
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○頭金座長

私も この「有害」 に引っ張られ たので、ここ は削除して いただいたほ うがい

いかなと思います 。「ヒトにお ける影響につ いて」か、「 ヒトにおけ る影響に関す る知見
について」かということかと思いますけれども、ニュアンスが違います か。
○関野評価第一課 長

混乱させ てすみません 。「に関する 知見」があ ってもいいと は思う

のですが 、ここ はワー ディン グとい うこと で預か らせて いただ ければ と思い ます。 5行目
のところに「情報 をまとめ」の 「情報」とい う言葉もあり ますから、 「ヒトにおけ る影響
について、次のよ うな項目につ いて情報をま とめ」でも恐 らく通じる と思うのです が、こ
のあたりはどちら でも大意に差 はないかと思 いますので、 こちらで検 討させてもら いたい
と思います。
○頭金座長

わか りました。いず れにしても御 指摘がありま したように、「 1」～「 2」に

ついてもエビデン ステーブルを 作るというこ とがとれるよ うな書きぶ りに事務局の ほうで
御検討をいただき たいと思いま すけれども、 それでよろし いでしょう か。ありがと うござ
います。
では、実際に 22ページの「 A」、「 B」、「C」とい う分類につい て、祖父江先生 のほう
から修正案を書い ていただいた のですが、か なり簡略化と いうか、大幅 に変わってい ます。
22ペー ジの下 の脚注の 「 9」に 、エビデ ンステ ーブル を作成す るに当 たって の考慮す べき
点という形で 6点 ほどにま とめていた だいてい ます。原案 にありま した 22ページの 16～ 26
行目くら いのも のをエ ビデン ステー ブルを 作るべ き際に 考慮す べき点 という 形で「 9」の
脚注の中にまとめていただいています。
その上で 「 A」に つきまし ては「 偶然性、 バイア ス、交絡 因子が適 切に制 御された 試験
デザインであって 、研究の質が 一定レベル以 上である研究 」。例とし ては、無作為 割付比
較介入試験（RCT）、二重盲検法等によって 実施された試 験ということ です。
「B」のほうは「 偶然性、バイ アス、交絡因 子が概ね制御 された試験 デザインであ って、
研究の質が 一定レ ベル以上 である研 究（た だし、 Aに分類さ れる研究 を除く 。）」と いう
こと。
「C」につきましては「A又はB以 外の研究」と いうことです 。
ここにつきまし てはいかがで しょうか。御 意見がありま したら、お 願いしたいと 思いま
す。先ほど の事務 局からの 提案では 、「 A」 の「一 定レベル 以上であ る研究 」を前に 持っ
てきて、「一定レ ベル以上であ る研究で偶然 性、バイアス 、交絡因子 が適切に制御 された
試験デザイン」云 々としてはど うかというこ とだったと思 いますけれ ども、これも 含めま
して、御意見をお願いいたします。
○石見専門委員

大分省略され ているので、 私にとっては わかりにく いところがあ るので

す。まず「 A」 のところで は RCTが基 本である というとこ ろはよくわ かります 。24ペ ージ
の7行目は 「その 際、質 の高い メタア ナリシ スに関 する知 見を重 視する 」とい うこと にな
って、メタアナリシ スはこの前、重視しないと いうことにな ったと思っ たのですけれ ども、
ここでメタ アナリシ スを重視 するとい うことで すと、 RCTのメタ アナリシ スを「 A」 に入
14

れるのか入 れない のかとい うところ が疑問 ですし、 やはり 「 A」が介 入研究 だったら 、ど
こかに「 B」は観察 研究であ るとい うような ことを 入れない と、先ほ ど御説 明でコホ ート
とおっしゃいましたけれども、わかりにくいと思うのです。
ですから、「 B」には観察研究 と、質が「 A」ほど高くない クロスオー バー試験です とか、
そのほかの少し不 備のある介入 研究は想像は つくのですけ れども、も うちょっと明 確に書
いたほうがいいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。
○頭金座長

ありがとうございます。

前回までの議論 で、メタアナ リシスに関し ては別立てで 評価という ことになった のでは
ないですか。
○池田評価 情報分 析官

メタアナ リシス につい ては、資 料の 22ペー ジの 8行 目にあり ます

ように、エビデン ステーブルの 作成の対象に は含めず、別 に取りまと めるというこ とにな
っています。重視 するかどうか ということに ついては、前 回も重視を するというこ とで御
意見がまとまっていたかなと思っています。
○頭金座長

メタ アナリシスに ついては、エ ビデンステー ブルの作成 には入れない という

話になったと思います。
○石見専門委員
○頭金座長

入れないけれども、重視するということですね。

はい 。ただ 、祖父江先生 の案では 、まだちょっ とわかりづ らいというこ とで、

例えば「 A」が介入 試験だっ たら、 介入試験 とはっ きり書く というよ うな御 提案かと 思う
のですけれども、いかがでしょうか。
○石見専門委員

「 A」は RCT と書いてある のでわかる のですけれど も、「B」が観 察研究

という言葉 がない といこと と、介入 研究で も「 A」 より少し 質が落ち るとい うことを もう
少し明確に書いたほうがいいかなと思います。
○頭金座長

いか がでしょ うか。「 B」のほ うに観 察研究を 入れると いう御 意見です 。観

察研究等だとは思 うのですけれ ども、観察研 究だけに限定 するもので はないのかな と思い
ます。
○池田評価 情報分 析官

デ ザインと して、 観察研究 とかコ ホートに ついては 「 B」に 入る

という形で祖父江 先生も考えて いらっしゃっ たようなので 、それを例 示として出す という
ことは余り問題に ならないとい うか、祖父江 先生の考えて いらした分 類とは齟齬が ないと
思うのですけれども、そのような形にしたほうがよろしいですか。
○頭金座長

そう すると、 祖父江先 生が考 えている ような 具体的な 例示を「 A」のほ うに

はRCTという 例示があ って、「 B」のほ うにはな いという ことで少 しアンバ ランス感 があ
るのかもわかりませんので、そこを例示していただくという方向ですか 。
○髙橋課長補佐

RCTは介入研 究の中でも質 の高い、つま り一定レベ ルの質の介入 研究に

分類される との意 味だと思 います。 「 B」は 、一定 レベルの 質のある 観察研 究という よう
なところを祖父江 先生もイメー ジされている とは思います が、指針に どのように書 くかは
検討させていただきたいと思います。
15

○頭金座長

可能 であれば 、この「 B」につ いても ある程度 、具体的 な試験 デザイン をこ

こに記入していただくという方向でよろしいですか。
○梅村専門 委員

原案の「 ただし、 Aに分類 される 研究を除 く」と書 いた意 味は、介 入試

験でも質がそれほ ど高くないも のはこちらに 入るよという 意味なのだ と思うのです 。その
あたりは残 ってい たほうが 、その種 の介入 試験があ る場合 、「 B」の ほうに 具体的な 試験
名を出すと、介入 試験がそこに 書いていない 場合困るとい う意味で、 祖父江先生は ここに
具体例を書かなか ったのかなと 思うのです。 その辺の意味 がちゃんと 伝わるように したほ
うがいいかと思います。
○頭金座長

そう ですね。 確かに介 入試験 であれば 無条件 で「 A」と いうこ とではな いと

思います。介入試験 の中の RCTは「 A」に入ると思 いますが、介入 試験であって も「 B」に
なる場合もあると いうことだと 思います。な かなかここも 具体的な例を 挙げろと言っ ても、
全部を例示はでき ないと思いま す。少しこの「 B」の文章の理解を 助けるよう に、例えば、
このくらいのレベ ルというとこ ろでの代表的 な例というの は挙げるこ とができれば よいの
ですが。代表的なというか、典型的な例と言うのでしょうか。
○佐藤委員長

こ れは一番大事 なところは、 要するにバイ チャンスで あるとかバイ アスと

か交絡因子がどれ くらいコント ロールされて いるかという ところだと 思うのです。 それは
大まかにはデザイ ンでかなりコ ントロールは されると思う のだけれど も、それだけ ではな
いのだろうという ところが、祖 父江先生も考 えられている ことだと思 うのです。試 験のデ
ザインだけで分け られないから 、さっき梅村 先生もおっし ゃっていた と思うのです けれど
も、こういう書き 方をしている のだろうと思 われて、この 偶然性、バ イアス、交絡 因子が
どのようにコント ロールされて いるかという ところに重き を置いたほ うがいいと思 います。
その判断という のは、やはり 疫学をやって いる人でない と、わから ないみたいな ところ
があるのだろうと 思います。そ れをちゃんと わかるように しろという のは一つの要 求なの
かもしれないです けれども、そ れをすると教 科書一冊分く らいになっ てしまうので はなか
ろうかという危惧 もありますの で、そういう のを頭の中に 置いて、表 現としてはこ ういう
簡潔なものにしておいたほうがいいのかなという感じもいたします。
○頭金座長

確か に祖父江先生 が前回のワー キンググルー プでは、そ ういうニュア ンスの

ことを、こんなに 数行のもので 簡単に分類で きるものでは ないような ことはおっし ゃって
いたとは思います。
○髙橋課長補佐

よろしければ 、今の御意見 を承って何か 書けるかど うか御相談を してみ

て、もし何か書け そうであれば 書くというこ とで、一度、 持ち帰らせ ていただいて もよろ
しいですか。
○頭金座長

祖父 江先生は本日 御欠席という こともござい ますので、 今日の議論の ニュア

ンスを祖父江先生 にもう一度お 伝えいただい て、その上で どういう書 き方があるか という
のを再検討してい ただきたいと 思います。この分類 自体はこれで よろしいで すか。「A」、
「B」、「C」の基本的な考え方はそれほど違わ ないのかなと は思います。
16

22ページ の脚注の「 9」に考慮すべき点 ということで 6つ ほど祖父江 先生に挙げて いただ
いているのですけれども、これもこれでよろしいですか。
○松井専門委員

これはその上 の部分を下に 持ってきて集 約させたと いうことです ね。そ

こで抜けているの が「研究デザ インの妥当性 」と「記述に 誤りがない 」です。これ らは上
のものが下の脚注 に反映されて いないです。 「記述に誤り がない」は 問題ないと思 います
けれども、 研究デ ザインに 関しては 、あえ てここに 入れて いらっし ゃらない のは、 「 A」
の説明に研究デザ インが書かれ ているから、 下には書いて いないとい う理解でよろ しいの
でしょうか。
○髙橋課長補佐

御指摘のとおりです。

○松井専門委員

わかりました。

○頭金座長

よろしいですか。そのほかに、ここに関しましてはよろしいですか。

では、この 6点につ いて考慮し て「 A」～「 C」の分類を行 うというこ とでよろし いです
ね。
それでは、次に行きま して、24ペ ージの「（3）ヒトに おける知見に 係る判断につ いて」
ということで、こ こは先ほど出 ておりました メタアナリシ スに関して ですけれども 、語句
の修正が ありま して、 8行目に 「メタ アナリ シスに 関する 知見を 重視す る」と いうこ とで
す。
松井先生から「 質の高いメタ アナリシスに 関する知見を 重視する」 としてはどう かとい
うコメントが25ページにありますけれども、松井先 生、御説明い ただけますか 。
○松井専門委員

中途半端なコ メントで非常 に申しわけな いのですが 、メタアナリ シスの

議論があったとき に、必ずしも メタアナリシ スの質が高い とは限らな いという議論 があっ
たと思います。で すから、本当 はここには質 が高いことを 書いたほう がいいかと思 うので
すが、そうします と質が高いメ タアナリシス とは何かとい うのを定義 する必要が出 てくる
ので、やむを得ないのかなというのが私のコメントというか感想です。
○頭金座長

必ずしも入れる必要はないということですか。

○松井専門委員

それは入れた ほうがよろし いかと思いま すけれども 、最後はその メタア

ナリシスを検討す る段階でジャ ッジしていく ということし かできない と思います。 先ほど
も申しましたよう に、メタアナ リシスの質の 基準を書き出 すと相当大 変で、それこ そ本一
冊になってしまいます。
○頭金座長

質の 高いメタアナ リシスという か、システマ ティックレ ビューを実施 するた

めのガイドライン がありまして 、本一冊ほど ではないので すけれども 、チェックリ ストが
ございまして、それ は一つの目安 にはなるの かなという気 もしますが、いかがでしょ うか。
当然、リスク評 価をする際に は、質の高い データしか評 価しないわ けですから、 質が高
いかどうかも評価 するのもリス ク評価の中に は入ってくる とは思うの です。あえて ほかの
データについても質が悪いのを評価するということはないと思いますが 。
○松井専門委員

結構です。
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○頭金座長

当然、質が高いものを優先するというのは言わずもがなというところ です。

以上がヒトにお ける知見です が、ヒトにお ける知見で何 か抜けてい るところはあ ります
か。
○後藤評価 専門官

25ページ の 1行目以 下の文 章も、 前回のワ ーキン グの御 意見では ある

のですけれども、念のために御確認をいただければと存じます。
○頭金座長

特に 追記さ れている 9行目、 10行 目のあ たりです か。そ こだけ ではなく て、

全体的にということですか。
○後藤評価専門官
○頭金座長

9行目、10行目、13行目の修 正点です。

HOIのと ころの記述で すが、いかがでし ょうか。御確認く ださい。 10行目だ

けが「悪影響」と なって、これ までは「健康 に対する影響 」とか書い てきたのです けれど
も。
○髙橋課長補佐

ほかの記載と 合わせますと 「有害影響」 になるかと 思いますので 、その

ように修正させていただいてもよろしいでしょうか。
○頭金座長

ここはよろしいですか。

○髙橋課長補佐
○頭金座長

「健康への悪影響」を「有害影響」とさせていただければと思い ます。

HOI を 検 討 す る 場 合 に つ い て は 、 「 ヒ ト に お け る 知 見 で は N OAEL 又 は

LOAELが 設定できない 場合でかつ 原則として有 害影響が観察 されない場合 は、HOIを検討
する」という文でよろしいでしょうか。ありがとうございます。
では、ここもそ ういうことに して、あとは 15行目 、16行 目では先ほ ど議論いただ きまし
た、特定の集団に ついて、必要 に応じて行う ということが 記載されて おりますけれ ども、
ここもよろしいですか。
それでは、ヒト における知見 についてです けれども、何 かそのほか にありました ら、コ
メント、御意見をお願いしたいと思います。よろしいですか。
それで は、「 3

毒性 試験」 は大き な修正 がなく て、先 ほどの 「特定 の集団 におけ る評

価は、必 要に応 じて行 う」と いうこ との記 載が加 わった だけで すけれ ども、 「 3

毒 性試

験」はよろしいですか。
26ページの「第3」は説明しましたか。
○後藤評価専門官
○頭金座 長

ここは特に修正はございません。

修 正がな かった という ことで 御説明 はない のです けれど も、「 第 3

一 日摂

取量の推計」につ いてはこれま での案と特に 修正がないと いうことな のですが、こ こまで
で何かございますか。
よろしけ れば、 ここで 一回休憩 します か。こ こで休憩 を 10分間挟 みたい と思いま す。 3
時25分から再開したいと思いますので、よろしくお 願いいたしま す。休憩に入 ります。

（休

憩）
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○頭金座長

それでは、時間になりましたので、会議を再開したいと思います。

先ほど も申し 上げま したけ れども 、「第 3
修正はご ざいま せんで いたの で、「 第 4

一日 摂取量 の推計 」につ きまし ては、 特段

食 品健康 影響評 価」に ついて 、事務 局から 説明

をしてください。
○後藤評価 専門官

26ペ ージをお 願いいた します。 18行 目からが 「第 4

食 品健康影 響評

価」でございます。
「 1」～「 8」まで ございま すけれ ども、「 1」につ きまして は、前 回まで のワーキ ング
の御議論を踏ま えまして、 「 ADI」 という単語を 「UL S等」 へと修正を させていた だきま
した。なお、UL Sの定義につ きましては、こ の「第2章」の後に「第 1章」に戻った 際に御
議論をいただければと存じます。
続きまして 、30ペ ージを御覧く ださい 。2行目からが「 2」で ございます 。ここに つきま
しては、ワーキン グの御議論を 踏まえ、また 、事務局で気 づきの点に つきまして、 語句を
整備させていただ きました。例 えば「有害事 象」という単 語につきま しては、他と 並びを
そろえて「有害影響」とさせていただいてございます。
12行目の「有害 影響が認めら れない場合」ですけ れども、前回まで の御議論を踏 まえま
して、
「 10」というこ とで脚注を追 記させてい ただきました 。御確認を お願いいたし ます。
31ページ の2行 目からが「 3」になってござ います。ここ も前回のワ ーキングの御 議論を
踏まえて 修正を させて いた だきま した。 特に 7行 目「な お、HOIを用い た場合 には、 その
旨を明記する」という旨を記載させていただきました。
31ペ ージの 10行目 からが「 4」でござ います 。13行目に、 初めは ADIに対 応する係 数と
して安全係数がご ざいましたけ れども、UL S等にな ったことで、安全 係数と不確実 係数の
両方の可能性が考 えられますの で、「安全」 をとって「係 数」と暫定 的な記載をさ せてい
ただきました。
ここに つきま して、松 井先生 から 32ペー ジのほ うで御 意見を いただ いてご ざいまし て、
「係数では不明瞭 かもしれませ ん。『UL S』が主体 ですので、『不確 実係数など』 とした
方が良いかもしれ ません」とい う御意見をい ただいてござ います。後 ほど御議論を いただ
ければと存じます。
34ペ ージ、「 5」 、「 6」、 「 7」につ きまして は、ワー キングの 御議論を 踏まえた 修正
です。「 8」につ きまし ては、 事務局 で気づ きの点 につき まして 、てに をはを 修正さ せて
いただきました。ここまでが「第2章」になってございます。
前回までのワー キンググルー プで「第 1章」、「第 2章」以外にも、 本指針に記載 する必
要があると考えら れる事項につ いて、何かあ ればというこ とで先生方に 伺ってござい ます。
伊吹先生から、過 剰の栄養成分 を複数摂取し た場合の影響 評価につい てということ で御意
見をいただいてございます。後ほど御紹介いただければと存じます。
なお、 35ペー ジには「 別紙 1」と して略称 、36ページに は今回こ の指針を 作成する に当
たって参 考にし たWHOの参照 3の 関連部 分を抜 粋した ものを 「別紙 2」 として つけて ござ
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います。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す。

それで は、「 第 4

食 品健康 影響評 価」に つきま しても 順に御 確認、 御意見 をお願 いし

たいと思います。
26ページ の18行目 から始まっ て、19行目に「 1」がご ざいます 。これまで の原案では ADI
と記載されており ましたけれど も、前回まで のワーキング グループの議 論を踏まえま して、
ULSと なっておりま す。UL Sの 定義につきま しては後ほど 議論をして いただきたい と思い
ます。
飛びまし て、 30ページ の2行目から 「 2」です 。この「 2」のとこ ろにつき ましては 、文
言の修正と、脚注の「 10」で「ヒトにお ける知見自体 がない場合は、 有害影響が認 められ
ない場合とは異な るため、UL S等の設 定が不要とは ならないこと に留意する」とい う脚注
が追記されてございます。ここにつきましてはいかがでしょうか。
○髙須専門委員

注釈の「 10」に関 して幾つか 整理しておき たいところが あります。「ヒ

トにおける知見自 体がない場 合」というと ころで、これ はHOIとかも求 められない 、本当
にそういったケー スであるか。 そういった知 見自体がない 場合という ことで、そこ を整理
しておきたいということ。
もう一つは、そ の知見がない 場合と有害影 響が認められ ない場合と いうのは分け て考え
るべきで、それは わかるのです けれども、知 見がない場合 は設定が不 要とならない という
ことで、設定する 場合があると いうことだと 思うのですが 、普通の添 加物ですと、 ヒトの
知見がない中で、 動物の実験で 例えば、最高 用量まで毒性 がないとか 、そういった 状況で
設定しないという ことはあると 思うのですけ れども、これ だけでいく と、ヒトの知 見がな
い場合には設定す るというよう な表現になっ ているので、その辺はそう いった感じで すか。
ちょっと整理したいです。
○頭金座長

ありがとうございます。

まず、ヒトにおけ る知見自体が ない場合と いうのは、どう いう場合か ということで すか。
○髙須専門委員

有害影響を 求めるための 知見がないけ れども、例 えば、HOIは求 められ

るような状況なの か、HOI自体も 設定できない 、本当に何 もまっさらな ときという 場合な
のかは、ちょっと違うような気がするのです。
○頭金座長

HOIが求 められるよう な場合は 、当然U LSの 設定が可能 になるわけで すよね。

○髙須専門委員

そのときに有 害影響が認め られないわけ ですよね。 そのときに例 えば、

動物の実験でも何も出ていないときに設定するかどうかという話なのだ と思うので す。
○髙橋課 長補佐

高須 先生の 2番目の 御指摘に ついて は、 HOIからUL S等を設 定する とい

うことと思い ますので、 ADIを 特定しな いことと同 じ意味で はなくて、 HOIに基づく 上限
を設定された場合 は、毒性が出 た場合に設定 したUL Sとは 違うという 旨をわかるよ うに明
記することかと思 います。今 の案からは、 何らかの上限 値をHOIから設 定するとい うふう
に読み取れるのではないかと考えております。
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○頭金座長

HOIが求 められるとい うところであ れば、UL Sが求めら れることにな ると思

うのですけれども 、通常は例え ば、添加物の 場合でしたら 、最高用量 まで毒性が出 なかっ
たというとこ ろだと、あ えて ADIを設定し ないという ような判 断があるの だけれども 、こ
の栄養成分関連添 加物に関して 言うならば、 HOIと いうものがあ った場合には、U L Sを求
める。そ れは毒 性が見 られな かったよ うなN OAELとと はまた違 うとい うこと を明記 をし
て、持っている意味が違うということを伝えるという御説明かと思いま す。
○髙橋 課長 補佐

30ペ ージ の11行目 の場 合は 設定 する 必要 はない とい うこ とで ござ いま

す。先程の説明が不十分で申し訳ありません。
○吉田専門委員

ここに書いて あるのは、11行目はヒトと 動物のどち らにおいても 有害影

響が認められない 場合は設定す る必要がない ということで しょう。実 験動物でも有 害性を
報告するようなも のがない。だ から、そうい うことをする 必要がない 。脚注は「ヒ トにお
ける知見自体がな い」。でも、 これは多分、 動物ではある というふう に私は読み取 ったの
ですが、要はヒト の実験はない けれども、動 物では有害だ という知見 がある。ヒト に関し
ては、この場合はU LSが決められな いと言ってい るのだから、 HOIが もうわからな いとい
うケース。脚注の「 10」と いうのは、そういう ことでしょ う。結果としては、U LSは決め
られないのだけれども、設定が不要とはならないときはどうするのだろ うなと思い ます。
○山添委員

何らかの対応が要るということですね。

○吉田専門委員

何らかの対応 は必要だろう という意味で しょう。で も、現実にそ ういう

ことはあるかなと いう話ではあ るのです。こ れは栄養成分 なので、対 象となる物質 がすご
く限定されている のです。そ うすると HOIがわ からないと いうことは多 分ないので はない
かと思います。そ れぞれの栄養 素について、 摂取量の調査 は公的でな いにしても誰 かはや
っているので、そういう情 報は多分ある と思います 。ただ、想定外の事 態は必ずある ので、
脚注としては残し ておいてもい いかなとは思 います。脚注 を書かれた 方の意図が私 の言っ
ているのと違っているのだったら、ちょっと困るのだけれども。
○頭金座長

どうぞ。

○柴田専門委員

吉田先生が言 われたとおり だと思います 。栄養素で すので、摂取 量調査

結果はどこかにあ るはずです。 この文章がや やこしいのは 脚注ですよ ね。これはヒ トにお
ける知見自体がな い場合、UL S等の 設定が不要と なる、この「有害影 響が認められ ない場
合と異なるため」 というのが入 って、何かや やこしくなる だけのこと かなという気 がしな
いでもないです。 でも、実際 には、今、吉 田先生が言わ れたように 、HOIは必ずあ るよと
いうことですよね。
○吉田専門委員

それが妥当か どうかは別と して、数字と しては何か あるでしょう という

ことです。
○柴田専門委員

栄養素だから、誰かが計算していますよ。

○吉田専門委員

原文を書かれたところで混乱されているようなので。

○頭金座長

どうぞ。
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○関野評価第一課 長

もし多少 語弊があった ら、事務局か らもフォロ ーしてもらえ ると思

うので、一応整理 させていただ くつもりで申 し上げます 。今、議論し ている 30ページの 11
行目のただし書き のところは、 ヒトと動物の それぞれの知 見において 有害影響が認 められ
ないということな ので、両方と も有害影響が 認められない ようなケー スであれば、 設定の
必要はなしという 文章になって います。それ について、改 めてそうい った方針でい いかど
うか、御意見をいただければというのがまず一つです。
脚注にあるほう は、ここは言 い方を変えた ほうがいいの かもしれま せんけれども 、要は
本文で言うところ のヒトの知見 、動物もそう ですが、ヒト の知見に有 害影響が認め られな
いということは、 何らかの資料 、情報が提出 された上で有 害影響が認 められないと ジャッ
ジできる場合を指 すわけですけ れども、全く 情報がない状 態というの は、判断はで きない
かもしれませんが 、それをもっ て有害影響は 認められない 場合には該 当しないので 、その
場合は勝手解釈で 、何ら情報が ない場合には UL Sを設定し なくてもい いのだと考え ないで
くださいという意味合いがあります。足らなければ補足してください。
○頭金座 長

課 長から 、議論 の点を 2つに分 けて議 論して はどう かとい うこと だった ので

すけれども、まず 30ペー ジの 11行目からのた だし書きのと ころです。こ こは「ヒト 及び動
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」、知 見といいます か、デ
ータはあるのだけれども、いずれも有害影響がない場合ということです よね。
○髙橋課長補佐

脚注「10」の有害影 響が認められ ない場合との 記載は、データが 出され

た場合のことであ るというふう にストレート に書いたほう がわかりや すいかなと思 いまし
た。
○頭金座長

ヒトにおける知見自体がない場合は。

○髙橋課長補佐

現在の案では、 12行目「有害 影響が認め られない場合」の「場 合」に脚

注を置いておりま す。脚注の説 明が下にある のですけれど も、この記 載について、 有害影
響が認められない 場合というの は知見が提出 された場合に 限る、とい った書き方は いかが
でしょうか。
○頭金座長

知見が提出されたのだけれども、有害影響が認められない場合。

○髙橋課長補佐

そうです。

○柴田専門委員

余分なことか もしれないで すけれども、「10」は当 たり前のこと なので

す。知見がないか ら誰も文句を 言わないから 、みんないい と言ってい るのだという 開き直
りみたいなことで すので、書い たためにやや こしくなって いるような 気もします。 当たり
前ですので、削除してもよいかなという気がしてきました。以上です。
○関野評価第一課 長

もう一度 整理させてい ただくと、脚 注の書きぶ りは、必要で あれば

書くということで 、書きぶりは 考えさせてい ただきます。 そこを前置 きした上で、 脚注に
何を書こうとした かという意図 をかいつまん で説明すると 、平たく言 ってしまうと 性悪説
に立って、何もデ ータがないか ら、それをも って有害影響 が認められ ないと短絡的 に解釈
しないでください よと。それは また事情が違 いますよとい ったことを 留意してもら うとい
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うか、口うるさく 言っておくか どうかという くらいなので 、確かに柴 田先生のおっ しゃる
とおり、当然でしょうということでもございます。
また、書く書か ないにかかわ らず、今、御 議論をいただ いて、その 趣旨というか 、デー
タがあって有害影 響が認められ ないこととは 別ですよねと いうことが 確認できれば 、それ
はそれで指針の説 明をしていく 上で個別の相 談ですとか、 そういった 中では違うと いうこ
とは明らかにメッ セージとして 伝えていける と思いますの で、書く必 要性があるか ないか
を見ていただくと いうことと 、本文のほ うの 11行目以降のた だし書きのと ころで、ヒトも
動物も全く評価に 耐え得る知見 ・情報があっ た上で認めら なかった場 合には、設定 の必要
なしというような ことの確認を していただけ ればと思いま す。その方 向で間違って いない
かということを確認いただければと思います。
○頭金座長

どうぞ。

○山添委員

逆の 言い方をすれ ば、有害影響 が認められな いというこ とは、判断可 能なヒ

トにおける知見が ある場合でと いうことです よね。そうい う意味です よね。逆に裏 表を書
いてしまったので、そうなっていると思います。
○髙橋課長補佐

柴田先生がお っしゃるよう に、脚注があ ることによ ってわかりに くいと

すれば、例えば、本文の 11行目 の「ただし」の後に「 十分な知見が あった上で」と 入れる
などの修正も含めて、最終的に文言を検討したいと思います。失礼いた しました。
○頭金座長

まず、本文 の11～ 13行目 までですけれ ども、先ほど事務 局からも追加 があり

ましたが、知見、 データがあっ た上で、ヒト においても動 物において も、いずれに おいて
も有害影響が認め られなかった ような場合、これは UL Sを設定す る必要はない。こ れにつ
いてはいかがでし ょうか。知見 があった上で 何も影響がな いというこ とであれば、 あえて
ULSを設定する必要はないということでよろしいかと思う のですけれど も、どうぞ。
○髙須専門委員

HOIを設定すると きは、N OAELや LOAELが求めら れないときな わけで

すよね。HOIからUL Sを 設定するとき は、それは動物 で有害影響が あるかないか が、まず
一番最初の分岐点になるということでいいですか。そういうことになる のですよね 。
○梅村専門委員

30ペー ジの 11行目「ただし 」以下で、ヒ トにおける 知見に有害影 響が認

められない場合と いうのは、十 分なデータが あって有害影 響が認めら れない場合な ので、
HOIが出 ているとい うことですよ ね。このまま で行くと、 動物実験でも 有害影響が ない時
にULS等を設定する 必要はない になっている ので、HOIからUL S等を 設定する場合 という
のは、ヒトで はHOIしか出て こないけれど も、動 物実験で有害 事象があると きに、このHOI
を使ってULS等を設定すると言っているということになる のですか。
そもそもこの UL S等を設定 する必要は ないという ような、通 常の添加物の ときの ADIを
設定する必要はな いというよう な評価をする かどうか。課 長の最初の 整理のところ は、こ
こもそれでいいの かというお 話でしたけれ ども、これを もし認める のであれば、 HOIから
ULSを求めるのは、動物実験で有害影響があった場合にな ってしまいま すよね。
○松井専門委員

それ以外に たしかHOIのとこ ろで「原則 として」と入 れたような 気がす
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るのですけれども、その 場合はヒトで 有害影響が 見られても、N OAEL、L OAELが 決めら
れない場 合とい うこと があ ります よね。 その場 合はHOIを使う 。です から、 その 2つ だと
思います。
○頭金座長

結局 、11～ 13行目 の表現も、UL Sを設定する 必要はない とは言い切れ ないと

いうことですか。
○梅村専 門委員

そう ではな くて、 最高用 量N OAELみ たいな 感じで HOIを使 ったと きに

はULS等を設定しな いになるけ れども、有 害影響がぽつ ぽつ出ていて も、そこか らN OAEL
がとれないから 、それより 恐らく低い であろうHOIを使 ったときは 、この 11行目の ケース
にはならないので、HOIからULSを 設定すること になるという ことですよね 。
○髙橋課長補佐

先生が御指摘のとおりで理解しています。

○梅村専門委員

HOIに2種類あるとい うか、そのあたり はどこかで説 明されていま すか。

つまり、最高用量 NOAELみたいな形 のHOIと、有害 事象は出てい るけれども、NOAELと
してもL OAELとしても とれないの で、仕方なく HOIを 使いましょう というときの HOIとは
少し意味が違うと いうことです よね。前 者のほうの HOIのときはU LSは設定しない の方向
に行きますし 、有害事象が ある中での HOIを 使ったとき はUL Sをそこ から使うとい うこと
ですよね。その辺は整理されていますか。
○頭金座長

どうぞ。

○池田評価情報分 析官

一応「 原則として」 というのが入 っていると 思うので、事 務局の

ほうでは、そこでそういう場合も読んでいるかなと考えております。
○頭金座長

今のはHOIの考え方のところですか。

○池田評 価情報 分析官

はい 。先ほ ど梅村 先生が 2種類あ るとい う話を 書いて おかな くて

もいいかとおっし ゃったので すけれども、 影響がない場 合がHOIという ことになっ ている
のですが、この間 の御議論で「 原則として」 というのを入 れたのは、 今のような少 しあや
しい場合もHOIをと れるという御 議論があった ので、それ を反映して「 原則として 」とい
う記載を入れたと思います。
今、申し上げた のは、HOIの 定義のところ と25ペ ージの 10行目あたり で、先ほど 修正が
入りましたけれど も、「原則と して有害影響 が観察されな い場合は」 を入れたのは 、そう
いう御議論の結果 だったかと思 います。ここ の場でも御議 論をいただ いて、確認で きてい
るかなと思っています。
○頭金座 長

HOIの定義 に関す る議論 はまた 後で しよう と思っ ていた のです けれど も、 6

ページの 14行目にHOIの定義 がございます 。先ほど議論 しましたけれ ども、25ページの 10
行目に「 原則とし て有害 影響が 観察さ れない場 合は、 HOIを検 討する」 。 9行目 、10行目
のところにHOI使う場 合というか 、HOIの意義と いうか、そ こは記載さ れているわけ です。
○梅村専門委員

この 25ページの 10行目の「原則と して有害影響 が観察されな い場合」と

いうのは、なぜ入 れたのでした か。何を危惧 して入れてい るのでした か。原則とい うとこ
ろをわざわざつけ て、後ろに有 害影響が観察 されない場合 にしてしま っているけれ ども、
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先ほどの議論では 、有害影 響があっても 、そこか らL OAELやN OAEL がとれない場 合は恐
らくもっと下であ るHOIを使って しまいましょ うというこ とですよね。 その場合は 、そこ
からUL Sを出せると いうことな のだと思うの です。そうした ら、N OAEL又は LOAELを設
定できない状況ではHOIを使うのだと言ってしま うと、なぜ まずかったの か。
○後藤評価専門官

ここは前回 の御議論で、 「かつ原則と して」云々 がない場合だ ったの

ですけれども、石 見先生から HOIの定義のほう に「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 」という文章 があるので、 それをここに 持ってきた らいいのでは ないか
という御議論がありました。
さらにその回の ワーキング グループで、 有害影響が出 ていても HOIを 用いる場合 がある
ので、「原則とし て」という文 を定義のほう にも入れたほ うがいいの ではないかと いうこ
とで、定義のほう 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」という表現 になりました ので、ここ でも表現を反 映させて、「原則と して」を補 って、
「かつ原則として 有害影響が観 察されない場 合」というふ うに、定義 のほうから単 純に持
ってきているということかと理解をしています。
○吉田専門委員

HOIのところで有 害影響がない というのは 、WHOの 定義にそう書 いてあ

るからですよね。た またま 8ページ の囲みの中に「 The highest observed intake（ HOI）is
derived only when no adverse health effects have been identified.」 と書いてある から、
多分それを反映さ れて、そういう文 言が入ってき ているのだけ れども、これは HOIをUL S
等に使う場合、そ のHOIのところ では有害影響 がないとい う意味でしょ う。そこで 有害影
響が出ていたら、 それは違いま すよね。それ はむしろL OAEL のほうになっ てしまうから 。
要はこれだけた くさん摂って いる人がいる のだけれども 、そこでは 何も起こって いませ
んよというのが HOIの 感じだと私は 思っているの で、そうす ると 25ページの HOIと いうの
は何ですかね。 HOIという数字 そのものに対 して言って いるのでし ょう。HOIを検 討する
場合ではなくて、 HOIというもの を決めるとき に、この「 原則として」 の部分が必 要であ
って、HOIを検討す ると言ってい るときの前提 条件ではな いのではない かという気 がして
きたのです。原則として有害影響が観察されない場合ということは。
○佐藤委員長

されたら、HOIではないですね。

○吉田専門委員

されたら、 それはもう HOIで はないです よね。だんだ んわからな くなっ

てきた。前のほう の議論で、何 で「原則とし て」を入れた のか。どう いうケースを 想像し
て言ったのか。
○頭金座長

どうぞ。

○松井専 門委員

6ペー ジの ときに は、ど ういう 場合に HOIを使 うかと いうと ころで 「原

則」という言葉が 入ったのです ね。一番初め の「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」ということは 、HOIの知見ご とのデータ での話ではな くて、
知見全部の話です 。ただし、 ここはHOIを使う 条件、使え る条件です。 例えば、原 則外で
すが、有 害影響 があっ てもN OAEL が決め られな い場合 と、全く 有害影 響がヒ トで出 ない
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場合はHOIを使う。 ですから、 先ほど吉田先 生がおっし ゃいました ように、 HOIを 決める
知見に有害影響が出ていたら、それはHOIとして は使えませ ん。
繰り返しますが 、「本 指針では 」から後は 、HOIの定義で はなくて 、HOIの決め方 です。
○髙橋課長補佐

そうしますと 、定義のほう で、使うとき の条件まで 含めて定義に すると

すれば、25ページの10行目には 条件は書かな くてもよいと 考えたらよろ しいですか。
○頭金座長

25ページの9行目、10行目を削除し てしまうとい うことですか 。

○梅村専門委員

でも、HOI自身は 例えば、こち らにN OAELのデー タがあったり 、L OAEL

の デ ー タ が あ っ た り し て も 、 こ こ に HOIの デ ー タ は あ る わ け で す 。 そ れ は 定 義 の 中 に
NOAELが あるとかL OAEL があるとか 、ないと かは関係ない です。HOIというデー タの存
在は全くN OAELとか LOAELがあるかな いかと関係な いです。ただ、それを使うと きの条
件として、ということで しょう。だったら、L OAEL とN OAELがとれ ない場合とい うだけ
で何でいけないのかなと思うのです。
○頭金座長

L OAELと NOAELがとれな い場合に HOIを 使う。そうすると、こ の「原則と

して有害影響が観察されない場合は」は要るのですか。
○梅村専門委員
○頭金座長

要らないと思います。なぜ入ったのかがわからない

問題 を整理した いと思います 。まず、 HOIの 定義というも のは、この 後に議

論したいと思いま す。それより も前に、使う ときの条件の 話が出てき て混乱してい るのか
と思うのですが 、今はHOIとU L Sとの関係に 焦点を絞って 、どうい う場合に HOIを使 って、
どう いう 場合 に使 える から UL Sを設 定で きる のか でき ない のか とい う とこ ろの 議論 にフ
ォーカスしたいと思いますが、いかがですか。
課長から何かありますか。
○関野評価第一課 長

ほかの先 生から御意見 があれば、先 にそれを伺 ってからのほ うがい

いと思いますけれども、よろしいですか。
○頭金座長

よろしいですか。どうぞ。

○関野評価第一課 長

特段ない ようであれば 、梅村先生が 言っていた だいたことか なと思

うのです。定義の ほうの御議論 が、なかなか 一巡はしたと 言っても、 今日も後でや るとい
うことで、そこが定まっ ていない中に 25ペー ジの議論をお 願いしてし まった感があ るので、
今、挿入されてい る部分につい て、必要があ るかないかと いうところ で書き加わえ ている
というのが経緯かと思います。
今、くしくも定 義のほうの HOIのところで、 有害影響が ないと言った ところの原 則が確
認できるのであれ ば、ここの部 分は今、下線 部で引いてあ るところは 、そのまま挿 入はし
ましたけれども、その部分を丸々落としてもいいのかなと思います。
○頭金座長

削除 してもいいと いうのは、25ページの 10行目のと ころですね。ここ は定義

のところで、今、書いているよ うな書きぶり であれば、25ペー ジの 10行目のところ は確か
に必要ないのかなと思うのですけれども、どうぞ。
○山添委員

さっ き吉田先生が おっしゃった ように、NOAEL、L OAELが設定でき ない場
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合、健康への悪影 響が観察さ れない集団を 対象として HOIを検討すると いうことで はない
のですか。
○関野評価第一課 長

そのあた りは、修飾す るような形で の言葉を挟 むことは、当 然、適

切な専門的な御判 断をいただい て書き加える ことはできる と思います 。少なくとも 今ここ
で下線部が引いて あるところは 、定義との関 係で言えば、 明らかにお かしな状態に なって
いますので、その 部分は要らな いということ で、しかも「 かつ」で結 ばれています から、
あたかも 2つの条 件、場 合分 けがさ れた中 でのHOIを検討 すると いうの はあり 得ない とい
うところが確認できれば、事務局としてはある程度、整理ができるかと 思います。
○頭金座長

いか がでしょうか 。確かに この定義のと ころを今のま まにしますと 、25ペー

ジの10行目 は「かつ原則として 有害影響が 観察されない 場合は、HOIを検討す る」という
のは矛盾するよう に思います。 これは先ほど は残すという ふうにした のですけれど も、一
旦ここを外すとい うことにして 、もう一 度、30ページの書 きぶりがど うなのかとい うとこ
ろについて、御意見をいただければと思うのですけれども、どうぞ。
○山添委員

もう 一つ教えてい ただきたいの は、U LSとHOIのエビデ ンスの重みづ けは同

等と考えるのです か。通常の方法で追 加のUL Sとし て決められる ものならば、そち らを優
先するわけです。 ほかに方法 がないから HOIを 適用しよう として、その ときのエビ デンス
としては、十分で ないけれども 、恐らくここ は間違いなく て、間違い ない部分をこ の辺で
あろうから、HOIとして 表現しようと するわけで すね。でも、結果 として、それを UL Sに
昇格させるみたい に自動的にな っていくと、 何か矛盾を感 じるような 気もします。 自動的
にHOIを 求めたら、それを UL Sとして使 うとしていい のかどうか、先 生方にその辺 をお教
えていただきたいと思います。
○頭金座長

いかがですか。

○ 梅 村 専門 委 員

そ れ は 31ペ ー ジの 2行 目 から の と ころ で 、 HOIか ら 求 め られ た ULSと

NOAELや LOAELから求め られたものと は、というよ うなことがこ こで書いて あ り ま す 。
○山添委員

ただ、結 果として、同じ ようにUL Sと して使ってし まうのか。ただ、 そのと

きの場合には、同 等でないとい うことを何か の形で表現を するのか。 その辺の必要 性があ
るのかどうかも含めて御議論をいただければと思います。
○梅村専門委員

もとの研究班 の原案的には 、ここにも「 その旨を明 記する」と書 いてあ

りますけれども 、これは HOIか らとったU LSなのだという ことは明記 するという姿 勢では
いたのです が、そ れを 31ペー ジの「 3」 のとこ ろに反 映されて いるの だろう と思いま す。
ややこし くなっ てしま います けれども 、添加 物のほ うで言 う、最 高用量 NOAELみた いな
意味合いだと思います。
○頭金座長

今の山添先生の御質問に対しては、この31ページの 「3」のところで 。

○山添委員

考え 方はわかりま す。ただ、数値としてU LSのところに 持っていって しまっ

たら、ひとり歩き をして適用範 囲が全て同じ になるのか、 あるいは適 用の範囲を何 らかの
ところで制限して おく必要があ るのかないの か。その辺の ところはい かがでしょう かとい
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うことです。
○頭金座 長

数 字として 設定し てしま うと、 それがN OAELから とったU L Sなの か、HOI

からとったULSなのかが区別がつかない。
○髙 橋課 長補 佐

実際 に 品目 の御 評価 をい ただ く とき のご 議論 にな ると 思 うの です が、

HOIからとっ たUL Sであれば 、N OAELか らとっ たもの とは異 なる趣 旨である という こと
を31ページの指針に従って、評価書に書いていただ くのかなと考 えております 。
○頭金座長

リス ク管理機関は それを読んで 御判断いただ くという、UL Sというの でも特

殊な意図があるというようなことを考慮していただくということですか ね。
○髙橋課長補佐
○頭金座長

そのように考えております。

よろしいでしょうか。

そうしますと、また 30ページ に戻ってしま うのですけれ ども、11行 目からのただ し書き
のところで、「ヒ トおよび動物 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、ULS等を設定する 必要はない」と いうこと。ここ がまず、これで いいのかどう かとい
うことです。どうぞ。
○松井専門委員

これはたしか 梅村班会議の ときも議論し た気がする ので、そのと きに結

論が出なかったと ころだと思う のですけれど も、ヒトにお ける栄養素 の研究なら要 求量の
研究は必ずありま す。用量を変 えた摂取量で の試験をしま す。そうす ると、適切か どうか
はわかり ません けれど も、最 高用量N OAELは必 ずあり ます。で すから 、知見 がない 場合
という表現が、も しそのレベル まで下げてい くのでしたら 、知見がな い場合はない と私は
考えます
○頭金座長

先生、今のは脚注の話ですか。

○松井専門委員
○頭金座長

脚注の話です。

本文 の11～ 13行目 までの「ヒト および動物に 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、ULS等を設定する必要は ない」。
○松井専門委員
○頭金座長

ごめんなさい。私は、それについてはよろしいと思います。

どうぞ。

○池田評価情報分 析官

今、御 確認をいただ こうとしてい た部分につ いては、先ほ ど御確

認いただいたところかなと事務局は思っておりましたが、よろしいでし ょうか。
○頭金座長

ここ はオーケーと いうことでよ ろしいですか 。では、こ こはこういう ことで

よろしくて、脚注のほうに行きたいと思います。
○髙橋課長補佐

先ほど、先生 方から、脚注 がわかりにく いとか、そ もそもなくて もよい

のではという御意 見がございま して、御趣旨 を伺ったとこ ろ、十分な 知見があるこ とが重
要ということでご ざいましたの で、11行目 に「十分な知見が あった上で」とい うのを「た
だし」の後に入れ るとか、その ような案で進 めさせていた だいてもよ ろしければと 考えて
おります。
○吉田専門委員

要するにこれ は、UL S等を 設定しないな どという結 論は簡単に書 かない
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でくださいよということでしょう。それの念押しですよね。
○頭金座長

言っ てしまえば、 そういうこと だと思います 。脚注はも う外す方向と いう話

になって、そのかわりに 本文の 11行目に「十分な知 見があった上 で、ヒトおよび動 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、UL S等 を設定する必 要はな
い」。
○髙橋課長補佐

そのような案 で、文言につ きましては、 事務局のほ うで引き取ら せてい

ただければと考えております。
○頭金座長

いかがでしょうか。

○髙須専門委員

意見というか 整理したいの ですが、これ はつまりヒ トの知見を調 べてい

った中で影響を分 類していった ときに、「1」 とか「2」の 知見はたく さんあるのだ けれど
も、「 3」 はない 。動物 も何も ないと きには 設定し ないこ とにな るとい うこと ですよ ね。
それならよろしいかなと思います。
○頭金座長

そのように私は理解したのですが、ほかの先生方はいかがですか。

○柴田専門委 員

補足 してよろ しいです か。例え ば、具体 例として 、ビタミン B12が これ

に相当す ると思い ます。 いわゆ る設定す る必要 がない 。何も毒 性はな い。必 要量の 500倍
を薬として飲んで いる人たちも おられるけれ ども、全く吸 収されない ので設定する 必要は
ありませんよと。リ ボフラビン も吸収量が単 独投与では、吸 収は 27mg以 上はされない ので、
それを飲んでもそ のまま通過す るだけなので 、決める必要 はありませ んよというよ うな書
き方になっていま す。ほかのい くつかのビタ ミンもデータ がないので 空欄になって いるけ
れども、大丈夫という意味ではないよと脚注に書いてあるわけです。
○頭金座長

どうぞ。

○吉田専門委員

多分、水溶性 ビタミンの一 部がこれに該 当するだろ うなと私も思 いまし

た。ミネラルに関 しては有害影 響が認められ ないというこ とは絶対に ないので、こ のケー
スにはならないと 思います。可 能性としては 恐らく、柴田 先生が言わ れた一部の水 溶性ビ
タミンかなと思います。
○頭金座長

この ガイドライン で言えば、高 須先生がおっ しゃったよ うに、動物実 験でも

何ら有害 事象が ない。 ヒトで の知見 も「 1」 だけと か、そ ういう ものし かない もの。 こう
いうものはUL Sを設 定する必要 はない。そういう理 解なのですが、そ こでよろしい でしょ
うか。そのほかに 何か、ここの 箇所に関して 御意見があれ ば、お願い したいと思い ます。
よろしいでしょうか。
では、事務局、ここをもう一度、修正案を考えてみてください。
○髙橋課長補佐
○頭金座長

承知いたしました。

時間が大分かかってしまいまして、すみません。

それでは、31ページ の2行目からの「 3」につ いても御議論 いただいた ということで すか。
梅村先生、それでよろしいですか。
○梅村専門委員

はい。
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○頭金座長

それ では、 31ページの 10行目 の「 4」です。 ここでは 31ページの 13行 目にあ

ります「安全係数 」の「安全」 をとって「係 数」だけにし たのですけ れども、これ は松井
先生から御意見があるようですので、御説明をいただけますか。
○松井専門委員

コメントのと おりですけれ ども、ここに「U LS等」 と書いてあり ますか

ら、それに対応す るのでしたら 「不確実係数 等」になると 思います。 係数と言うと 何とな
く、何のことだかがわからないという気がします。
○頭金座長

ちょ っと曖昧過ぎ るということ ですね。先生 は「不確実 係数等」とい うほう

がいいという御提案ですか。
○松井専門委員
○頭金座長

はい。

いかがでしょうか。

○髙橋課長補佐

松井先生が御 指摘のとおり 、「不確実係 数等」とさ せていただけ ればと

思います。
○頭金座長

では 、ここの「係数」は「不確実係 数等」に変 えていただ きたいと思い ます。

次に34ページの 2行 目から「 5」、 「 6」、「 7」 、「 8」とあ ります。こ れはこれま での
議論も踏まえた修 正ですけれど も、ここに関 しまして、何 かございま したらお願い いたし
ます。食品健康影響評 価の「 1」～「8」 までに関しま して、追加の御 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、その 他の意見を伊 吹先生からい ただいており まして、過 剰な栄養成分 を複数
摂取した場合の影 響評価につい てはどうする のかというこ とですけれ ども、伊吹先 生、御
説明をいただければと思います。
○伊吹専門委員

これは何のデ ータがあるわ けでもなく、 私の素朴な 疑問です。こ ういう

添加物を過剰に飲 む方はいろい ろなものを過 剰に摂取する 場合が多々 あるのかなと 思って、
余りにも仮説で申 しわけないの ですけれども 、そういう場 合の複合的 なばく露の影 響は考
えなくてもいいの かなと思いま した。医薬品 と添加物とか 、そういう のは言及され ている
わけですけれども 、添加物同士 が過剰に入る と何かが起こ るかどうか は、私はちょ っとわ
からないのですが 、そのあたり をどう考えた らいいかなと 思ってコメ ントをさせて いただ
きました。
○頭金座長

ありがとうございます。

これまでも亜鉛 の吸収に対し て銅が影響す るというよう な話があっ たかとは思う のです
けれども、それは 亜鉛の場合に 特徴的な事象 といいますか 、体内動態 であって、そ のとき
はその体内動態のところで議論をしたかとは思います。
○山添委員

相互 作用はゼロか と言ったら、 きっとあると は思うので すけれども、 ここの

場合は過剰に体内 に入って、有 害事象を起こ すかどうかと いうことが ポイントです よね。
その場合にほかの イオンなり、 ほかのものが あって、一緒 に飲んだと きに吸収率が 上がる
方向に働くか。多 くの場合は、 あったとして も逆に吸収が 下がってし まう方向に働 くほう
がほとんどではな いかと思いま す。そうする と現実問題、 ここで考え る必要がある かどう
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か。適用するよう な事例が、私 は少なくとも 何らかの存在 下で吸収が 上がってしま うとい
うことは余り思いつかないのですけれども、柴田先生はいかがですか。
○柴田専門委員

動物実験のデ ータだけです けれども、水 溶性ビタミ ンで言えば、 単独で

たくさん補給する よりも、例えば 、ビタミン B1、2、6、12とか、そう やってまとめ て補給
したほうが毒性が 出にくいので す。結局、哲 学なのですけ れども、バ ランスを壊す という
のが一番悪いみた いで、多けれ ばすべてのビ タミンを全部 多くやった ほうが毒性を 消して
くれる場合が多いのです。
ミネラルはトラ ンスポーター がダブってい るからという のはあるの ですけれども 、ビタ
ミンの場合でもト ランスポータ ーはダブって いるものもあ ります。動物 実験では、例 えば、
パントテン酸を単 独に与えたら 成長阻害とか 、下痢とかが 出たりする のですけれど も、全
部の水溶性ビタミ ンを添加する と不思議と毒 性が消えてし まうのです 。単なる現象 論だけ
ですが。ですので 、特に水溶性 ビタミンに関 して言えば、 伊吹先生が 言われたよう なこと
は危惧する必要はないかもしれない。動物実験レベルの話です。
栄養素ではあり ませんけれど も、例えば、 核酸のオロチ ン酸を動物 に投与すると 、脂肪
肝ができ てしま うので すが、 1%も 与える のです 。同時 にアデ ニンを 0. 5%同時 に与え たら
脂肪肝は消えてし まうのです。アデニ ンだけを 0. 5%くらい餌に入 れたら、腎臓がぶ よぶよ
に膨らんでしまう のです。しかし、やはりオロチ ン酸を 1%く らい、さ らに添加した ら消え
てしまう。そうい う不思議なこ とが、栄養素 関連物質の影 響を調べた 動物実験では ありま
す。それでよく哲 学ですが、要 はバランスで すよと言って 、みんな納 得してしまう のです
けれども、すみません、蛇足です。
○頭金座長

どうぞ。

○松井専門委員

例えば、マグ ネシウム過剰 で下痢が起こ るというの は、吸収され ないマ

グネシウムが大腸 に行って、浸 透圧変化でも って水分吸収 が抑制され て下痢になる 。この
場合、例えば、ほ かのカルシウ ムみたいなも のをたくさん 給与したら 、相加作用が 起こり
得るというような 局面もあるよ うな気がする のです。です から、そう いうような体 の中に
入る前の話で障害 が起こる場合 がある。そう すると確かに 相加作用的 なことが起こ らない
とは言えないと思 います。です から、そのよ うなものに留 意するとい うような一言 を入れ
てもいいのかもしれません。
特に伊吹先生が おっしゃった ように、サプ リメントを総 合ミネラル 剤とか総合ビ タミン
剤という形で摂取 することがあ ります。ここ はサプリメン トの話では ないですけれ ども、
そうなると相互作 用で悪影響が 出ないとは言 えないと思い ます。確かに 水溶性ビタミ ンは、
柴田先生がおっし ゃるようにバ ランスが大事 なのですけれ ども、必ず しもそれだけ ではな
いとは思います。
○頭金座長

どうぞ。

○山添委 員

考 えら れる機 序とし て医薬 品のと ころで ある程 度知 られて いるの は、β ブロ

ッカーなどは食事 とともに摂る と吸収率が上 がります。そ れは血流速 度が上がるの で、門
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脈血の血流量が上 がると上がる のですけれど も、多分こう いう栄養の もので血流に も変化
させるものは余り ないので、一 緒に摂ったか らと言って影 響が出ると はちょっと考 えにく
い。
さっき佐藤先生 もお話をした のですけれど も、何らかの 活性代謝物 みたいなもの が別の
投与で、そういう ものを変換す ることによっ て、その前駆 体の摂取か ら活性のもの が出る
可能性も全くゼロ ではないので す。栄養物と かビタミン剤 とか、そう いうものに酵 素誘導
を起こすような性 質のものはゼ ロではないの です。CYP 4F なども結局 ビタミン系で 若干動
きますが、それで も普通の人が 摂取する量で はそれほど出 ないはずな ので、理屈上 、理論
的には考えられる のですけれど も、今のとこ ろはエビデン スがないの で、それを書 くとか
えって皆さんがそ ういうことが あるのではな いかと思われ ると、私は むしろそちら 側を心
配して、あえて書 かないほうが いいような気 がして、そう やって薬同 士のところで も書く
のは本当にエビデンスのあるものだけにしようといつも言っているので す。
○松井専門委員

エビデンスの 例を一つ思い 出しました。 上西先生が お詳しいと思 います

けれども、 カルシウ ムとビタ ミン Dです 。これは 明瞭に両 方を過剰 に摂ると 増悪しあ うと
いうことがありま すので、やは り一言でいい ですから、相 互作用にも 留意する必要 がある
みたいなこ とを書い たほうが いいかも しれませ ん。介 入試験の ときに Dとカ ルシウム を両
方やる場合が多い です。ですか ら、データ自 体を評価する ときにも、 そういうこと が重要
になってきますの で、一言、相 互作用に注意 するといった 表現をを入 れていただけ たら、
よろしいかと思います。
○吉田専門委員

慎重を期すと いうことであ れば、書いて もいいけれ ども、エビデ ンステ

ーブルの作成等の ところに背景 食とか、そう いったことに 留意しなさ いというのが 実は全
部書いてあ るのは、 恐らくそ ういうカ ルシウム の疫学 とかビタ ミン Dの疫学 的な研究 につ
いては、それぞれ の相方の摂取 量もちゃんと 配慮しなさい よというく らいの意味合 いで、
こういうことを書 いているのだ ろうとは思い ます。ただ、 どこかに強 調しておけば 、とい
うことだろうと思います。
ただ、添加物の 評価などのと きに、そうい うことまでさ れているか なということ です。
要するにほかの添 加物をどれく らい摂ってい るかというこ とも留意し なさいという ことを
お書きになられて いないとなる と、ここの委 員会全体のス タンスとの 問題があるか なとい
う気がするので、これは委員長にお任せだと思います。
○佐藤委員長

何 か顔を見なが ら話されてい るので、嫌な 予感がした のですけれど も、確

かに伊吹先生がお っしゃること は非常に重要 な課題で、こ ういう話だ けではなくて 、いろ
いろな調査会でも 話題になるこ とはあります 。そのときに 大事なのは 、投与量とい うかば
く露量を考えるこ とが大事なの と、もう一つ は、さっき松井 先生もおっ しゃったけれ ども、
カルシウムとマグ ネシウムの下 痢の話で、メ カニズムが重 なるような ところだと考 えなけ
ればいけない場合 もあるし、投 与量は非常に 大きなところ では考えな ければいけな い場合
もあるのだろうと思っております。
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ただ、一般論と して話を展開 するだけの知 識というか、 知見を我々 は多分持って いない
です。先ほど頭金 座長からおっ しゃっていた だいたように 、亜鉛と銅 の話の場合に は有名
な話なので、それで むしろリスク 評価をして いったという ことになるの だろうと思い ます。
そういう個々の事 例については わかっている ところは頭に 置いて、当 然リスク評価 をして
いかなければいけ ない。わから ないところで は、わからな いところは しようがない のだろ
うと思って、今後の課題にさせていただきたいと考えております。
もう一つ、リス ク評価の立場 から言えば、 諮問されて答 える場合に は、やはり個 々のも
ので来ることが多 いので、それ に対して、ま ず答えるとい うのが我々 の義務だろう と思い
ます。その中でい ろいろ知見が あって、何か こういうこと があると危 ないよという のがも
しわかれば、それ は当然、リス ク評価書に書 き加えること になると思 うのですけれ ども、
一般論として相加 作用、相乗作 用を考えなさ いと言われる と、現段階 ではつらい話 だろう
なということで御理解をいただければと思います。
○頭金座長

ありがとうございます。

私も、個別の例 で、相互作用 によって有害 影響が出る可 能性がある というのは出 てくる
と思うのですが、 これまでのガ イドラインに は、そのよう な場合の考 え方も含まれ て入っ
ているのかなと思 っています。 ガイドライン の中にあえて 複合摂取に ついて特別に 追記す
るとなると、具体 的に何を考え るのかという ことに関して 、ガイドラ インの中でこ こまで
やりなさいと書く と、今、委員 長からも話が ありましたよ うに、どこ まで書いてい いのか
というところがまだいろいろなケースがあって難しいのかという印象が あります。
今日ここで御議 論をしました 、この栄養成 分を考えると きも、物質 によっては複 合摂取
して有害影響につ ながる場合が あるというこ とを当然リス ク評価の中 で考えていか ないと
いけないというこ とを記録に残 しまして、明 示的にガイド ラインに入 れるのは難し いと思
いますが、いかがでしょうか。
○柴田専門委員

委員長が相加 作用と相乗作 用しか言われ なかったの ですけれども 、相減

作用もあるので、それも忘れずにつけ加えていただきたいと思います。
○佐藤委員長

す みません、う っかりしまし た。今まで議 論していた だいたのに、 普通は

そういうふうにしか言わないものですから、おっしゃるとおりだと思い ます。
○頭金座長

ありがとうございます。

それでは、その 他については 、ほかに何か ございますか 。以上のと ころはこれで よろし
いでしょうか。
では、続 いて、 「第 1章

総則」 、「第 1

背景」 及び「 第2

定義 」につ いて、事 務局

から説明をしてください。
○後藤評 価専門 官

座 長、す みませ ん。時 間の制 約もあ りまし て、「 第 1章

総則」 につ

いて、全て御説明させていただいてもよろしいでしょうか。
○頭金座長

はい。

○後藤評 価専門 官

そ れでは 、説明 をさせ ていた だきま す。 3ペ ージの 一番上 のボッ クス
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ですけれども、今 回、北條先生 から「特にコ メントはござ いません」 というコメン トをい
ただいてございます。
6行目から 「第 1

背景」と なって おります 。 4ペー ジでござ います けれど も、事務 的な

修正といたしまし て、13行目からの 3行程 度、F AO/WHOの参照 3の文 献の英語名を 追記さ
せていただきました。
4ペ ージの 29行 目からが 「第 2

定 義」で ございま す。指針 案全体 を見返し てみま して、

定義に記載しては どうかと考え られる単語に つきまして、 本文に出て きた順番に掲 載をさ
せていただいてございます。
5ページの 1行目か らが「 1

栄養成 分関連添 加物」 でござい ます。 ここの 定義の修 正は

ないのですけれど も、松井先生 から「原則と して」という 文言を補っ てはどうかと いう御
意見をいただいてございます。
9行目 がUL S、「 2

追加上 限量」ということで ございます 。定義の 文案につきま しては

掲載のとおりです けれども、松井先生か ら2回御意見をい ただいており ます。1回目 の御意
見 と し て は 「 UL A ： upper level for additives 又 は tolerable upper intake level for
additivesな どは考えら れないでし ょうか」と いう御意見 。それを受 けて事務局 で「upper
level for supplem ents」か ら「upper level for supplem entation」と いう単語を提 案させ
ていただ いたとこ ろ、 6ペ ージの 四角囲 みの一 番下で松 井先生 から 2回 目の御 意見とし て、
「supplem entation」でも サプリメ ントを 連想しま すので、 なるべ く誤解の ないよう にす
るため、「UL F（upper level for fortification）は如何で しょうか？ 」という御意 見をい
ただいてございます。
6ペー ジの「3」以降 につきまして は、NOAEL、LOAEL、エンドポイン ト、HOIの記載
胃でございます。基本 的にN OAEL、L OAEL、エンド ポイントにつ きましては、添 加物指
針からの抜粋とヒ トにおける 知見を補う文 章を挿入させ ていただき 、また、 HOIに つきま
しては前回の御議論を踏まえまして、赤入れ修正をさせていただいてご ざいます。
7ページ を御覧 くださ い。 このHOIに つきま して 、松井 先生か ら御意 見をい ただい てお
りまして、「最高用量N OAELはN OAEL ではなく HOIとし て検討する ことになると 思いま
す」とい う御意 見でご ざいま した。 第 6回の ワーキ ンググ ループ におき まして 、松井 先生
の御指摘のような認識で整理されたと存じます。
10ページ の 2行目 でござ います 。 ADI、これ は添 加物指 針から 抜粋を させて いただ きま
した。
13ページ、「第3
「第 4

目的」につきましては、修正は特にございませんでした。

評価に 際して の基本 的な考 え方」 でござ います 。ここ につき まして は、柱 書き

をほかの項目とも並びをとって追記をさせていただきました。
次の「第5」は修正ですけれども、同じような柱書きとさせ ていただいて ございます 。
13ページの15行目の修正は、 前回のワーキ ングの御意見 を受けたもの でございます 。
20行目、21行目は、先ほど御 確認いただい たとおりです 。
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14ペ ージの 「第 5」の ところ は柱書き を修正 させて いただい たとい うとこ ろでござ いま
す。なお 、「第 5

評価 に必要 な資料 等の考 え方」 につき まして は、こ のワー キング 以外

にも他の調査会で も共通する考 え方でござい ますので、他 の調査会の 議論も参考に した上
で整理をさせてい ただいて、文 案等について 、後ほどまた 御相談をさ せていただけ ればと
存じます。
15ページの「第6

再評価」につきましては、特段修正はございませんでした。

以上、「第1章」でございます。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す。

それでは、3ページに戻っていただきまして、「第 1章
「第1

総則」です。

背 景」のところは WHOの書類 の英文名を入 れたというと ころで、これは 問題な

いかと思います。
4ページの29行目から「第2

定義」でございます。

5ページ で、松 井先生 から、 用途が 違う場 合とい う御意 見だと 思うの ですけ れども 、御
説明をいただけますか。
○松井専門委員

ここに書きま したように、 栄養成分を含 んでいる添 加物はたくさ んあり

ますが、この用途 が必ずしも強 化だけではな いです。例え ば、硫酸亜 鉛は栄養強化 とイー
ストフード、マグ ネシウムなど でもにがりと して使われて います。栄 養強化以外の 目的で
使われている栄養 成分を含む物 質は添加物の 指針を使うと いうのが基 本なのでしょ うけれ
ども、余りにも硬 直化してしま うと、かえっ てやりにくい ことがある のではないか 。つま
り、その場合は同じ 硫酸亜鉛でも 栄養強化と いう目的で使 われる場合は この指針を使 うし、
イーストフードの 場合は添加物 の指針を必ず 使うことにな っています 。ですから、 ここに
「原則として」と いうのを入れ ることによっ て、どちらの 指針を使う かということ が選択
できるようになると思います。
特に初めに栄養 強化として要 請者から申請 があったもの を評価しま すよね。その 後、今
度はイーストフー ドで要請があ ったとする。そうす ると 1回目の指 針と 2回目の指針 が違う。
栄養成分のほうが 知見として若 干不要な項目 があります。 そういうこ とがあります ので、
ここに「原則とし て」という言 葉を入れて、 その状況に応 じて、どち らを使うのか という
選択が可能になるので、こういうようなコメントをさせていただきまし た。
○頭金座長

ありがとうございます。

この文章の前に 「原則として 」ということ で少し幅を持 たせてはど うかというこ とです
けれども、このワ ーキンググル ープでリスク 評価するのは 、基本は栄 養成分として 、少な
くとも親委員会のほうで判断されたものが来ると思うのですが。
○髙橋課長補佐

松井先生が御 指摘のとおり 、確かに硫酸 亜鉛はいろ いろな用途に 使われ

るものかと思いま す。た だ、添加 物としては 硫酸亜鉛でま とめてござい まして 、添加物「硫
酸亜鉛」で あれば 、栄養強 化及びイ ースト フードが 用途と いうこと で、仮に A社がイ ース
トフードにしか使 わなかったと しても、リス ク管理上の添 加物「硫酸 亜鉛」として は栄養
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強化とイーストフードの両方に使えるということになります。
今後、そういっ た複数の目的 がある添加物 を御評価いた だく場合、 栄養強化の用 途があ
るということであ れば、ばく露 量的な問題も あるかもしれ ませんが、 恐らく栄養強 化のほ
うを主として、こ ちらのワーキ ングで御評価 いただくと。 そうすると 、この指針に のっと
って御評価いただ くということ になるかと思 いますので、 この指針は 座長がおっし ゃると
おり、栄養成分関 連添加物に対 する指針であ るのかと思い ます。つき ましては、こ この定
義の記載は、栄養 成分関連添加 物とは何か、 ということで すので、「 原則」を入れ ること
によって、栄養強 化の用途以外 のものまで連 想してしまわ れても誤解 を招くかなと 思いま
すので、今の案のようにさせていただければと考えております。
○頭金座長

いかがでしょうか。

○松井専門委員
○頭金座長

そういう話でしたら、了解いたしました。

それ では、次のUL Sです ね。これも松井先生 から何回か コメントをい ただい

ているようです。
○松井専門委員

細かいことだ とは思うので すけれども 、UL Sは既に 炭酸カルシウ ム評価

のときに、「 S」は「 supplem ent」だという 定義を一旦 しています。 ここで再定義 がある
わけですけれども、「 supplem ent」にし ろ「supplem entation」にしろ、どうして も補給
とか、そういうイ メージですよ ね。ですから 、ここではや はり新しい 指針には新し い名前
をつけたほうが、より適切ではないかと感じました。
初めは「 for additives」を提 案させていた だきましたが 、今お話が ありましたよ うに、
本指針の 対象物 の定義 は栄養 強化の 目的で 使用さ れるも のとい うこと ですか ら、 6ペ ージ
の一番下に書かれ ていますよう に「UL F（upper level for fortification）」がいい のでは
ないかと思います 。これは多分 前回のワーキ ングで審議な さったこと だとは思いま すが、
もう一度検討していただけたらありがたいと思います。
○頭金座長

い かがでしょ うか。ここも 表現の問題 で、 ADIにしてもU L Sという単 語にし

ても、ここだけで決 められるかど うか。ほかの調 査会でも似た ようなU Lというのは 使うわ
けで、ここだけで決 められるのか なという気 もするのです が、事務局と してはどうで すか。
○関野評価第一課 長

このあた りは確かに我 々食品安全委 員会全体と して、場合に よって

は波及というか影 響する話でも あるので、せ っかくの機会 なのでとい う思いもある のです
けれども、一方である程度、功と罪を考えた上で判断すべきかなと思い ます。
ただ、ある程度 そういう意味 では、理屈と いうよりは一 種の判断か もしれないの で、食
品安全委員会の中 で最終的には 決めさせてい ただくという のが妥当か なとは思って いるの
ですが、一方で 幾つか松井 先生から suggestionを いただいて いますので 、もしよろ しけれ
ば、もしあればと いうことで無 理強いはしま せんけれども 、ほかの先 生から、こう いう案
もあるよというの があれば、こ の場でなくて もいただけれ ば、それら を参考に最終 的には
ワーキングでの御 判断というよ りは、食安委 全体の問題で もあるので 、こちらのほ うで決
めさせていただければと思ったりしています。
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○頭金座長

どうぞ。

○梅村専門委 員

確認 ですけれ ども、例 えば、U LSを「 supplem entation」 にすると いう

略 語 の 使 い 方 は 、 ほ か の UL S も 全 て 「 upper level for supplem ent 」 で は な く て
「supplem entation」 にす ると いう ことで すか 。つ まり 逆に言 えば 、UL Sとい う言 葉を 2
つの違う言葉の共 通の略語には しないほうが いいのかとは 思うのですけ れども、U L Sと書
いて、こちらではそれは「 supplem ent」のことで、こちら では「supplem entation」のこ
とであるというよ りは、全て同じ ものにして おいたほうが わかりやすい のかとは思い ます。
それが無理なので あれば、松井 先生のご提案 のように、全 く新しい略 語を使ったほ うが混
乱はしないのかという気はします。
○関野評価第一課 長

そういう 意味で、私が申し上 げた背景に は、やはりUL Sを何 らかの

形で言い方を決め るのであれば、ほか のところでも UL Sと言えば、同 じ意味で使わ ざるを
得なくなるといったところでの影響がどのくらいあるかの確認が必要か と思ってい ます。
○吉田専門委員

私もUL Sを使 うのであれば 、既に英国で 使っています よね。それと 違う、

要するにここだけ は「upper level for supplem entation」 だというこ とは困るなと 。既に
ULSの 定義もほかで やってしま っているので、それ はちょっと違 うかなと思い ます。それ
と、新しい言葉を ここだけで 作ってしまっ ていいのです かという。 要するに HOIの ときに
もあれだ けWHOに寄り かかっ たのに 、ここ でUL Fと勝手 に作っ ていい のです かとい う、
そこのところは思うのです。
それと、栄養強化は「fortification」で すかね。
○松井専門委員

違いますか。

○吉田専門委員

私が学生のと きは「 enrichm ent」と習っ たので、栄養 強化はどちら かな。

○柴田専門委員

どちらでもいいです。

○石見専門委員

「 fortification」も使います。もし「 fortification」にす るなら「nutrient

fortification」とか、何を というところ で栄養強化 だったら「nutrient」を入れたほ うがい
いと思います。
○頭金座長

わか りました。松 井先生のそも そもの御意見 は、いわゆ る市場で出回 ってい

るサプリメントと 混乱されるの ではないかと いうところが 御懸念だっ たと思うので すけれ
ども、一方におい て、食安委の 中でもそうだ と思いますし 、あるいは 国際的な整合 性とい
う面でも、同じ単 語を使って定 義が違うとい うのは、それ はそれでま た誤解を生じ ること
になると思います ので、そこは 一度、事務局 のほうで、少 なくとも食 安委の中での 統一感
といいますか、そ こを踏まえて 検討をしてい ただければと 思います。 少なくとも松 井先生
の御懸念の市販の サプリメント を意図しては いないという ことは、き ちんとこの議 事録の
中に残しておいていきたいと思いますけれども、それでよろしいでしょ うか。
○松井専門委員
○頭金座長

はい。

ありがとうございます。

では、次に行き まして、6ペー ジの 2行目のN OAELと LOAELです。これは添加物 指針か
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らの転記ですが、何かございますか。よろしいですか。
では、先ほ ど大分時間を 費やした HOIが 14行目 からあるので すが、ここを修正す るとし
たら、どう修正したらいいかということで、梅村先生、何かアイデアは ありますか 。
○梅村専門委員

16行目 の「原則として」以下が、「有害 影響が出てい ないことを前 提に」

というのは、HOIは有害影響が出ていない用量な のになと思 います。
○頭金座長

「原則として」は要らないということですか。

○梅村専門委員
○頭金座長

用いるケースを定義のところに使うのではないですよね。

どうぞ。

○柴田専門委員

先ほどの定義 で、私のメモ では、「本指 針では」以 下を全部削除 という

ので落ち着いたのかなと思ってしまったのですけれども。
○梅村専門委員

25ページのほうはそうですよね。

○柴田専門委員

25ペー ジのほうは入 れてもいいの ではないかな と。定義はそれで いいの

ではないかと思います。活用というか運用で適切な言葉を入れたらいい と思います 。
○頭金座長

今の 話は、25ページの 10行目の ほうは全部削 除するとい うことだった と思い

ます。
○髙橋課長補佐

もし 25ページの記載 が削除される のでしたら、定義 の記載には使 用の条

件が必要と思いま す。定義に 書かないの であれば、25ペー ジに使用す る条件を記載 すると
いうことで、どちらかには記載をいただければと思います。
○梅村専門委員

25ペー ジには「N OAEL 又はL OAELが設 定できない場 合」と、使 う場合

の条件が ついてい ます。 LOAELがあ ろうが 、N OAELが あろう が、N OAELが 求めら れな
かろうが、L OAELが 求められなか ろうが、HOIは HOIなので、HOIの 定義のところ にそれ
を使う条 件を書 くのはお かしい と思い ますし 、25ページ はそれ を使う ときの 条件とし て、
「NOAEL 又はL OAELが設 定できない場 合」で 、それ以外 の条件で何 があるのかな という
のが。
○頭金座長

どうぞ。

○ 池 田 評 価情 報 分 析官

誤 解が あ れば 指 摘 をい た だ けれ ば と 思う の です が 、 NOAEL、

LOAELが 設定できない 場合という のに、有害 影響が出てい ないときと いるときがあ り得る
という話があって 、そのことを どこかに書い ておいたほう がよいので はないかとい うお話
があったのかなと 思っていて、 そのことがわ かるように何 か書いたほ うがいいのか なと思
っていたのです。
○梅村専門委員

HOIを使ったとき に有害影響が あるかない かは、そ れがUL Sを設 定しな

いとか、 UL Sを HOIから使 うとき にだけ 考える ことで、 HOIを使 うかど うかは NOAELと
LOAELが求められないとき以外は ないのではな いですか。
○頭金座長

そう いう理解でし たよね。N OAEL、L OAELが求 められれば、 HOIを 出す必

要はないという議論で流れてきたかとは思うのですけれども。
○梅村専門委員

有害影響があ ってもN OAELや LOAELがとれない 場合に、それを 使わず
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にHOIを 使うのでし ょう。だから 、それだけで はないのか なと思うので す。そのと きはそ
こからUL Sを導くし、 そうでない ときのHOI、つまり 有害影響が認 められないと きのHOI
のときは動物実験 のほうのデー タも考えて、どちら もなければ UL S設定なしに いくし、動
物実験の ほうに NOAELがあ れば、 それと HOIを比 較して という 順序に なって くるの だと
思います。
○頭金座長

どうぞ。

○山添委員

確か に梅村先生が 言ってくれた ように 、N OAEL、L OAELと無関係 にHOIは

決まるのだと思い ます。ただ し、それを HOIの 求めるとき のデータとい うか、ヒト の対象
とする集団は、そ こでは毒性が 出ていないと ころの集団に 対して、そ こからデータ をとっ
てくるということ なのです。過 去の事例を見 ると、そうい うことなの ですよね。だ から、
そのことで実際に はHOIを求める 対象とするデ ータは、そ のところのデ ータではヒ トは出
ていないところの 集団のデータ を用いるよと いうことを事 務局はどこ かで書いてお いてほ
しいなと、そうい うもののデー タのソースを そちら側に求 めるという のをこちらが 言って
いて、先生は原則 はそうだよね とおっしゃっ ているから、 別に食い違 っているわけ ではな
いのだけれども、そういうことだと思います。
多分、 6ページ の定義 の 2つ目 の文章 というの は、も とのWHOの文 章を

○吉田専 門委員

見ると、使用条件 ではなくて 、HOIとしての条 件でしょう 。ところが、 そこに「原 則とし
て」が入ってしま ったので、使 用条件みたい な雰囲気に変 わってきた 。多分これは 何度も
論議をした結果、 こうなってき ているのだろ うと思うので す。堂々め ぐりをしてい るよう
な気がし て、 結局も とのWHOのも のを 素直に 翻訳し たらい いだけ では ないで すかと いう
ところに戻ってしまうかなと思います。
です から 、 6ペー ジのと ころは 、HOIを 決める ときの 条件な ので、 「本

○石見専 門委員

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」 ではなくて「 設定す
る」ではないで すか。「 用いる」と なってしまう と、条件み たいになっ てしまってい ます。
○頭金座長

確か に「用いる」 なので、利用 するときの条 件みたいに とられてしま います

ね。ここはあく までもHOIの定 義ですから、 HOIそのものの 説明です。 どういう場 合に使
うのかというのは 25ペー ジに書いてい ます。さっき梅村先 生がフロー チャートのよ うなこ
とを言っていただ いたのを私は 聞いていて、 妥当なのかな と私は受け 取りました。 いかが
でしょうか。
松井先生、よろしいですか。
○松井専門委員
○頭金座長

私も理解いたしました。結構です。

事務局はどうですか。

○後藤評 価専門 官

1つ の案で すけれ ども、 「原則 として 」とい う文言 を入れ るかど うか

は再検討させてい ただくとしま して、「ヒト における有害 影響が出て いない場合に 求めら
れる」とか、そんな感じでいかがでしょうか。
○頭金座長

それ でよろしい ですか。それ では、HOIの定 義のそのよう にさせてい ただき
39

たいと思います。
10ページ の 2行目 からの ADIで すけれ ども、 ここ はいか がでし ょうか 。これ も添加 物指
針からの抜粋ですけれども、よろしいですか。
○石見専門委員
○頭金座長

「健康への悪影響」はいいですか。

「有 害影響」と直 していただき たいと思いま すけれども 、それでよろ しいで

すか。
定義で残してい るところはあ りますか。も うよろしいで すか。では 、定義に関し ては、
今のようなところでよろしいですか。
時間が過ぎまし たけれども、 最後までやら せていただけ ればと思い ます。定義が 終わり
ましたら、次が13ページの2行目の「第 3
13ペー ジの 10行目の「 第4

目的」は修正がありません。

評価に 際しての基 本的な考 え方」につ いては、 20行目 のと

ころには最初に議 論しました、 特定の集団に ついては必要 に応じてと いう言葉を入 れさせ
ていただくということです。これらにつきましてはいかがでしょうか。 よろしいで すか。
あとは 14ページの 15行目の「 第5

評価に必要 な資料等の考 え方」ですけ れども、「 1」

～「8」まで評 価に必要 な資料が 記載され ており ます。「 5」 、「 6」、 「 7」、「 8」 に関
しましては、関連 するような指 針案がほかの 調査会で作ら れておりま すので、それ らと調
整させていただい て、文言はあ る程度修正に なるかもわか りませんけ れども、基本 的な必
要な資料というの は変わらない と思いますの で、そこはほ かの調査会 との関連で今 後修正
させていただく可 能性があると いうことです 。ここに関し まして、何 か御意見があ りまし
たらお願いしたいですけれども、よろしいでしょうか。
それでは、最後 のほうは駆け 足になりまし たけれども、 今日の御議 論で、まずエ ビデン
ステーブルを作っ たときの「 A」、「 B」、「 C」のカテ ゴリー分け につきまして は、もう
一度、祖父江先生のほうにも確認した上で修文させていただきたいとい うところで す。
あとは、 30ページの脚 注の書きぶり をもう一回検 討するという ことでよかっ た で す か 。
○関野評価第一課長
○頭金座長

脚注は基本的に使わずに、本文の中に何か入れるかどうかです。

本文 の中に入れる のをもう一度 、事務局で考 えていただ きたいという ところ

が少し積み残しに なりましたけ れども、これ らにつきまし ては、本日 の先生方の御 議論を
踏まえて、事務局 案として、本 文の内容につ きましては座 長にお任せ いただければ と思う
のですけれども、よろしいでしょうか。
その他、何か全 般的に、この 指針について 御意見があり ましたらお 願いしたいの ですけ
れども、どうぞ。
○松井専門委員

書 き ぶ り で 非 常 に 細 か い と こ ろ で す け れ ど も 、 例 え ば 、 6ペ ー ジ の

NOAELで すが、英語表記が「 no observed adverse effect level」で全 部単語の初め が小文
字になっています 。最後のリス トでは単語の 初めが全部大 文字になっ ていますので 、どち
らでもいいですから、どちらかに統一するようにしてください。お願い します。
○頭金座長

事務 局のほうでお 願いします。 そのほかにい かがでしょ うか。よろし いでし
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ょうか。
それでは、「栄 養成分関連添 加物に関する 食品健康影響 評価指針」 に関しまして 、栄養
成分関連添加物ワーキンググループの審議の結果を取りまとめたいと思 います。
ただいまの審議 結果を栄養成 分関連添加物 ワーキンググ ループの審 議結果として 、食品
安全委員会に報告することとします。
本評価指針（案 ）の取りまと めは座長に御 一任いただき たいと存じ ます。また、 本日の
審議を踏まえ、本 評価指針（案 ）に盛り込む べきとお考え の事項につ いては事務局 に御連
絡いただくようにお願いいたします。よろしいでしょうか。
（「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、説明をお願いします。
○後藤評価専門官

御審議をありがとうございました。

先生方には、本 評価指針（案 ）ができ次第 、その御確認 をお願いい たしまして、 座長に
報告の取りまとめをお願いいたします。
取りまとめをい ただいた本評 価指針（案） につきまして は、本ワー キンググルー プの審
議結果として委員 会に御報告を させていただ きまして、そ こで了とさ れましたら、 ホーム
ページ等を通じて のパブリック コメント募集 とさせていた だく予定で す。いただい た御意
見等への対応につきましては、座長と御相談をさせていただきたいと存 じます。
なお、添加物指 針のうち、栄 養成分関連添 加物に関する 記載につき ましては、本 指針が
取りまとまり次第、削除させていただく予定です。
○頭金座長

それ では、全般を 通じてでも結 構ですけれど も、何かご ざいましたら 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か。
○髙橋課長補佐

次回の会合に つきましては 、日程等が決 まり次第、 御連絡させて 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 8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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