食 品 安 全 委 員 会 添 加 物 専 門 調 査 会
第 162 回 会 合 議 事 録
１．日時

平成29年7月5日（水）

13:58～17: 11

２．場所 食品安全委員会中会議室

３．議事
（1）硫酸アルミニウムアンモニウム及び硫酸アルミニウム カリウムに係 る食品
健康影響評価について
（2）その他

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

５．配布資料
資料

添加 物評価書「硫 酸アルミニウ ムアンモニウ ム及び硫酸 アルミニウム カリウ
ム」（案）

参考資料

添加 物評価書「アル ミノケイ酸 ナトリウム、ケ イ酸カルシ ウムアルミニ ウム、
酸性リン 酸アル ミニウ ムナト リウム 」（案 ）（第 120回 添加物 専門調 査会資
料）

６．議事内容
○梅村座 長

少し 時間は 早いで すが、皆 さんお そろい ですので 、第 162回「 添加物専 門調
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査会」を開催いた します。先生 方には御多忙 のところ御出 席いただき ましてまこと にあり
がとうございます。
本日は 14名の専門委員 に御出席をい ただいており、石塚 先生は少し 遅れるとの御 連絡を
いただいております。
また、本日は専 門参考人とし まして、食品 農医薬品安全 性評価セン ターの田中亮 太先生
に御出席いただいております。
なお、久保田専 門委員、祖父 江専門委員、 髙橋専門委員 、中江専門 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「 第162回添加物 専門調 査会議 事次第」 を配布 してお りますの で、
御覧いただきたいと思います。
まず、事務局か ら配布資料の 確認と「食品 安全委員会に おける調査 審議方法等に ついて
（平成 15年 10月 2日食品 安全委員 会決定 ）」に基 づき必要 となる専 門委員の 調査審議 等へ
の参加に関する事項について報告を行ってください。
○後藤評価専門官

それでは、 資料の御確認 をお願いいた します。議 事次第、座席 表に続

きまして、専門委員名簿。
資料「 添加物 評価 書『硫 酸アル ミニウ ムアン モニウ ム及 び硫酸 アルミ ニウム カリウ ム』
（案）」。
横置きの机上配布資料といたしまして「反復投与毒性試験」。
机上配布資料2といたしまして「中江専門委員コメント」と なってござい ます。
過不足等ございませんでしょうか。
続きまして、本 日の議事に関 する専門委員 等の調査審議 等への参加 に関する事項 につい
て御報告いたします。
議事（1）「硫酸 アルミニウム アンモニウム 及び硫酸アル ミニウムカ リウムに係る 食品健
康影響評価につい て」に関する 審議につきま して、御報告 いたします 。なお、御報 告の内
容は前回と同様であり、また、文献番号は要請者が提出した文献番号で す。
前回までの専門 調査会で御紹 介させていた だきましたが、文 献26、71、189、190、192、
194、199につき まして、何人か の専門委員の 先生方がそれ ぞれの文献 の作成に関与 してお
ります。
それらに関しま して、前回まで に、まず、文献 71にか かわる梅村座 長の件につい て、
「反
復投与毒性」の項目の 議事進行につ きましては、頭金 座長代理が行 うこととし、
「反 復投与
毒性」に関する議論の うち、文献 71の内容の妥 当性及び「反復投 与毒性」の専門調 査会の
判断に関連する発言については、差し控えていただくのが適当とされま した。
次に、 文献 189、 190及び 199の作 成に関 与した 佐藤専 門委員 、及び文 献 199の作成 に関
与した戸塚専門委 員につきまし ては、
「一日摂取 量の推計等」に関 する議論のう ち、これら
の文献の内容の妥 当性及び「一 日摂取量の推 計等」に係る 専門調査会 の判断に関連 する発
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言について差し控えていただくのが適当とされました。
そして、残りの文献 26、 192及 び194の作 成に関与す る佐藤専門委 員及び、文献 194の西
専門委員につきましては、通常どおり審議に参加いただくのが適当とさ れました。
なお、本品目は 、厚労省がみ ずから指定手 続を行うこと として評価 依頼がなされ たもの
であり、本品目についての特定企業は存在しません。
今回も、前回と同様の取り扱いとさせていただくことでいかがでしょ うか。
ありがとうございます。
その他の議 事につきま して、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。
○梅村座長

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。
（「はい」と声あり）

○梅村座 長

そ れでは 、議事 （ 1）「 硫酸ア ルミニ ウムア ンモニ ウム及 び硫酸 アルミ ニウ

ムカリウムに係る 食品健康影響 評価について 」です。前回 途中まで審 議した反復投 与毒性
の続きから始めたいと思います。進行を頭金座長代理にお願いいたしま す。
○頭金専門委員
○治田係長

それでは、評価書案につきまして、事務局から説明をしてくださ い。

まず 資料の取り扱 いについて御 説明いたしま す。参考資 料、参考文献 等につ

き ま し て は 、 タ ブ レ ッ ト 端 末 を御 参 照 い た だ け れ ば と存 じ ま す 。 お 手 元 の 参考 文 献 92
「Sem ple（ 2010）」のF inal Report及び Appendixにつき ましては、 厚生労働省よ り非公
開の要請のあった情報であり、一般には非開示となっております。
なお、厚生労働 省より、この 非開示部分に 関しては、「 専門家が当 該品目の安全 性を審
議する際に必要不 可欠とみなし たデータにつ いては、言及 又は資料中 に記載するこ とを妨
げるものではあり ません。」と の申し出があ りましたので 、本専門調 査会において 、安全
性を審議する際に 必要不可欠と みなしたデー タについての 御発言及び 評価書への知 見の記
載は可能でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、評価書案について御説明いたします。
まず、前回に引 き続きお配り している、右 肩に「机上配 布資料」と 書かれている 一覧表
を御覧ください。 前回と同様に 、評価書案に 記載されてい る、著者、 動物種、投与 期間等
の情報を表形式に まとめたもの でございます 。前回の調査 会におきま して、餌中の アルミ
ニウム量の報告の 有無が問題と なりました。 その後、担当 の先生方か ら餌中のアル ミニウ
ム量につ いて報 告がな いもの につきま しては 「N OAEL を算出し ない」 とし、 一方で 、餌
中のアルミニウム 量の報告がな く、かつ、例 えば単用量で あるといっ たその他の要 因があ
るものに つきま しては 、「N OAEL を算出 できな い」と してはど うかと いう御 意見を 事前
にいただきまして 、そのように 整理してござ います。それ らを踏まえ まして、表中 におい
て「削除」「評価対象」「参考」といった扱いの案を記載しております 。
それでは、評価書案で ございますけ れども、順番が多少 前後してし まいますが、 63ペー
ジの川崎らの試験 について御覧 いただければ と思います 。こちらに つきましては 、4～ 5行
3

目にかけてござい ますように「 食餌中のアル ミニウム量に ついては報 告されていな い」と
されています。
また、表30-1から御覧 いただけます とおり、単用量の試 験でござい まして、64ペ ージの
7～ 9行目に かけてござい ますとおり「本試験 が単用量の試 験であり、また、食餌中 のアル
ミニウム 濃度に 関する 情報が ないこと から、 本試験 により NOAELを算 出する ことは でき
ない」と記載案を いただいてお ります。この 試験について は単用量と の理由がある ことか
ら、このような記 載案をいただ いております 。この点につ きまして、 本日配布の机 上配布
資料2に ございますと おり、「この 考え方でよ いか議論して 議事録に残す べきです。」と、
本日ご欠席の中江先生より事前に御意見をいただいております。
続きまし て、手 前に戻っ ていただ きます けれども 、60ページ 、20行目から 「ａ．」 のマ
ウスの試 験、さ らにその 後ろ 62ペ ージから 「ｂ．」のラ ットの 試験がご ざいま す。こ れら
はほぼ同様 の試験で ござい ます。、「ａ．」 につきま しては、 60ペ ージの 23行 目から記 載が
ございますとおり、食餌中のアルミニウム量については報告されており ません。
この試験につき ましては、61ペー ジの 11～ 13行目にかけて 記載がござ いますとおり「生
涯にわたって一定 量のアルミニ ウムを投与し ても、生存率 や体重に特 段の影響がな かった
ことに留意すべき」という文案をいただいてございます。
この試験と、そ の次の同様の 試験につきま して、本日御 欠席の中江 先生から事前 の御意
見を２点いただい ておりまして 、そちら は机上配布資 料2を御覧いただ ければと思い ます。
いただいた御意見 につきまして 、この場で御 紹介させてい ただきます けれども、ま ず１つ
目が、この 11～13行目の記 載にかけ て、N OAEL を算出し ないとい うことを ほかの試 験で
は書いているので すけれども、 この試験につ いては書いて いないので 、言及しなく てよい
のでしょうかという御意見です。
次に２つ目です が、62ページ の最初のとこ ろで中江先生 からの御意 見を記載して おりま
すけれども、ここ につきまして 、御意見を若 干修正したい というお申 し出です。具 体的に
は、ここの記載は 「特に反対す るわけじゃな いないですが 、みなさま で議論した上 で」と
ありますけれども 、こちらを「 特に強く反対 するわけじゃ ないですが違 和感がある ので、」
と修正してくださ いといただい てございます 。この点につ きまして、 御議論いただ ければ
と思います。
62ページからの「ｂ．」の試験についても同様で ございます。
その次の 試験で すけれ ども、 64ペ ージの 11行 目から の「ｄ．」の試 験でご ざいます 。こ
ちらは前回も御審 議いただきま したけれども 、その後、ご 担当の先生 方から御意見 いただ
きまして、血清グ ルコース濃度 の減少につき ましては、表 から本文中 に移動してご ざいま
す。修正後の文案については、先生方に御確認いただいております。
続きまして、67ページ、「ａ．」の Katzらの 試験でござ いまして、専 門調査会とし ての御
判断は、68ペ ージの 3行目から でございます 。
「食餌中のア ルミニウム 濃度が不明で あるた
め、N OAELを 算出し なかっ たが、 最高用 量にお いても 特段の毒 性変化 がなか ったこ とに
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留意すべきである」と文案をいただいてございます。
68ペー ジ、 9行目 からの「ｂ ．」の試 験につき ましても、 69ペ ージの 2行 目からござ いま
すとおり、「本試験は 投与量が 2用量で あり、投与飲料 の調製方法が 不明確であり、 食餌中
のアルミ ニウム 含有量 が不明 であるこ とから 、N OAEL を算出す ること はでき ない」 と文
案をいただいてございます。
この点 につい て中江 先生か ら御意 見いた だいて おりま して、 机上配 布資料 2を御覧 いた
だければと思いま すけれども、「この「N OAELを算 出すること はできない 」という 記載に
ついて、
「しない」のではなく「で きない」としたの は、投与飲料の調 製方法が不明 確だか
らでしょうか。だ とすると、飲 水中のアルミ ニウム量がわ からないか らということ になり
ますが、それは食 餌中のアルミ ニウム量と同 じであり、ケ ージ内環境 中のそれらと あわせ
て、これ ら 3者の 書きぶ りにつ いては 今後調 整なさ るとい うこと になっ ている ので、 ちょ
っと弱いです。
「しない」にしてはいか がでしょうか 。いずれ にしても 、このことに 関して
は専門調査会で議 論して議事録 に残すべきで 、そうしない と他の試験 との整合性で 混乱が
発生するおそれがあります」という御意見をいただいております。
続きまして、69ページの 7行 目から「ｃ．」の試験でござ います。こち らにつきまし ては、
70ペ ー ジ の 3行 目 か ら に ご ざ い ま す と お り 、「 ク エ ン 酸を 併 行 投 与 し た試 験 で あ る の で
NOAEL を算出 しない が、最 高用量 におい ても特 段の毒 性変化が なかっ たこと に留意 すべ
き」との文案をいただいてございます。
続きまして、71ペー ジから「 ④

参考資料 」でござ います。これらですけ れども、
「ａ．」

～「ｃ．」について は、各知見に おいてで評 価対象としな かった理由を 記載しており ます。
「ｄ．」「ｅ．」につ いては、71ペ ージ３～５ 行目にに記載 のとおりの理 由で、また、「ｆ．」
「ｇ．」は、５～７行 目にに記載の とおりの理 由で参考資料 としておりま す。これまで 通常、
参考資料について は、各知見に おいて評価対 象とせず参考 とした理由 を記載いただ いてい
なかったと思いま すけれども、 今回は「ａ．」～「ｃ．」に ついてはそ の理由が知見 ごとに
ばらばらでして、 冒頭にすべて を記載すると 分量が多くな ることから 、各知見のと ころに
記載するほうがわ かりやすいの ではないかと いうことで、 そのような 記載をいただ いてお
ります。
事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○頭金専門委員

反復投与毒性 試験について 、試験ごとに 担当の先生 にコメントい ただき

たいと思いますけ れども、まず、記載 の順番とは違 いますが、 63ページの「 ②」の「ｃ．」
の川崎らの試験で す。ここで事 前の中江先生 から意見をい ただいてい ます。食餌中 のアル
ミ量がわ からな いもの につい てはN OAEL を算出 しない 。それか ら、単 用量と いう理 由で
NOAELが 算出できない 場合。すなわ ち、N OAELを算出 しないという ものと、算出 できな
いという表現を明 確に区別して 記載すること が必要ではな いかという 御意見があり ました。
そこで、63ページ の「①」の川崎らの試 験のところか ら、そのような 記載ぶりをし ている
わけです。
5

今回、 机上配 布資料 が 2つあ ります ので、 机上配 布資料 を御参 考にし ながら 議論を 進め
たいと思うのです けれども、塚本先生、この 川崎らの試験、特 にまとめとし ては 64ページ
の7行目の辺からですが、これにつきまして何かコメントがあ りましたらお 願いします 。
○塚本専門委員

事務局からの 御説明にあり ましたけれど も、単用量 で食餌中のア ルミニ

ウム濃度に関する 情報がないと いうことがあ りますので 、3%投与群で は軽微な体重 増加抑
制ですと か副腎 重量の 抑制が あります が、N OAELが算 出できな いとい うこと でいい と思
います。
○頭金専門委員

ありがとうございます。

この試験に関し まして、ほか の先生方から 御意見、コメ ントがあり ましたらお願 いした
いのです けれど も、よ ろしい でしょう か。こ こは単 用量の 試験で あるこ とから 、N OAEL
は算出できないと判断したという記載になっているということです。
続きまして、もとに 戻りまして、 60ページ の「②」の「ａ．マウス 生涯経口投与 毒性試
験」です。これに 関しましても 、食餌中のア ルミニウム量 については 報告されてい ないと
いうことなのです けれども、61ページの 11行目からまと めが記載され ておりまして「生涯
にわたって一定量 のアルミニウ ムを投与して も、生存率や 体重に特段 の影響がなか ったこ
とに留意すべきと 考えた」と記 載されており ます。これに つきまして は、発がん性 につい
ての情報というこ とがありまし て、61ページの脚注 19に発 がん性に関 することが記 載され
ているのですけれ ども、これに つきましても 、塚本先生、 何かコメン トがありまし たらお
願いします。
○塚本専 門委員

この Schroederら の論文 に関し ては、 該当す る論文中 にはア ルミニ ウム

量についての報告 、記載はない のですけれど も、餌・水の 調製方法に ついては過去 の論文
に記載がありまし て、合成飼料 ですけれども 、それにはア ルミニウム は添加してい ないと
いう記載があります。これは60ページの脚注 18に記載があ ります。
発がん性につい ては、屠殺時 期というか死 亡時まで見て いるので、 直接的なコン トロー
ルとアルミニウム投与群の比較はできないということになっております 。
以上です。
○頭金専門委員

ありがとうございます。

中江先生から机 上配布資料 2で、この 試験でN OAELを算 出しないこ とについては 言及し
なくていいのです かというコメ ントがありま す。この点は 61ページの まとめのとこ ろには
書かれていないのですが、何か御意見がありましたら。どうぞ。
○髙橋課長補佐

ほかとの並び ということで もし書かせて いただくとし ましたら、61ペー

ジの11行 目の「本専門調 査会としては」 の後に、単用量で あることと 食餌中のアル ミニウ
ム量が報 告され ていな いこと からN OAEL を算出 できな いと追加 させて いただ くのか と考
えます。
○頭金専 門委員

ただ いま事 務局から 、N OAEL は算出 できない という 趣旨の 追記を して

はいかがかという御提案なのですが、いかがでしょうか。
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○梅村座長

この 試験がそもそ も一般毒性の 試験に値する ような毒性 項目をちゃん と調べ

た上での試験なの かどうかとい うのは問題が あると思うの です。そう でなければ、 そもそ
もそこか ら毒性 項目のN OAELはと れない ですね 。その あたりが 、たし か文献 を見る と体
重と生存率しか調 べていないか のように見え たのですけれ ども、もし そうだとする と、そ
もそもNOAELはとれないのではない でしょうか。
○頭金専門委員

塚本先生、何 かコメントあ りますか。そ もそも毒性 所見をきちん と調べ

ていない のでは ないか という ことです ね。そ うであ ればN OAEL をとる 以前の 話では ない
かと思うのですが。
○塚本専門委員

梅村先生が言 われたのはご もっともで、 毒性所見と いうことに関 しては

詳細な記載はなく て、 5 ppmの アルミニウム を飲水投与し て生涯の腫 瘍発生率がど うかと
か、生存率がどう かという記載 にとどまりま すので、毒性 ということ に関しては明 瞭な回
答は出ていないということになります。
○頭金専門委員
○梅村座長

どうぞ。

そう はいうものの、この 11～ 12行目の記載 は、やはり大 きな情報では あると

思うので す。な ので、 ここの 記載を残 すこと には全 く反対 ではな いので すが、 NOAELに
言及すべきなのか どうか。ある いはここに入 れておくべき ものなのか あたりもちょ っと問
題があるかもしれないなという印象なのです。
○頭金専門委員

反復投与毒性 試験として成 立していない 可能性があ るので、この 場所に

記載するかという ことですね。 そこら辺も含 めてほかの先 生方から何 か御意見があ りまし
たらお願いしたいのですけれども、髙須先生、何かコメントありますか 。
○髙須専門委員

先生方がおっ しゃるとおり 体重と生存率 しかなくて 、もともとそ ういう

パラメータにどう いう影響を与 えるかを目的 にしていて、 いわゆる毒 性、非腫瘍性 の毒性
を調べるための目 的では余りな いような感じ もするので、 そういう意 味で、この並 びでは
ないほうがいいとは思います。
○頭金専門委員

ほかの御意見はいかがですか。

そうしたら、こ れにつきまし ては、記載場 所につきまし ても、最後 に全体を見た 後にど
この場所に記載す るのがいいの かということ をもう一度、 後で考えた いと思うので すけれ
ども、それ でよろし いですか 。N OAELに ついては 追記しな いのだけ れども、 11～ 13行目
に書かれている「 生涯にわたっ て一定量のア ルミニウムを 投与しても 、生存率や体 重に特
段の影響がなかっ たことに留意 すべきと考え た」は残すと いうことで よろしいです か。ど
うぞ。
○髙橋課 長補佐

N OAELを 算出で きない ことに ついて は、どこ の項目 に書く にして も、

何らかの理由を付して追記するということでよろしいのでしょうか。
○頭金専門委員

理由を書いて 、算出できな いということ を書くとい うことですね 。それ

でよろしいですか。
○髙橋課長補佐

と申しますの は、仮にこの 項目ではなく て、その他 という項目に 移すと
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しましても、NOAELを算出でき ない試験に ついては 、N OAELを算出 できないと書 いてお
ります。 したが って項 目を移 しても移 さなく ても何 らかの 理由を つけて 、N OAELを 算出
できないというこ とを書かせて いただくほう が並びとして はいいのか なと考えてお ります。
○頭金専門委員

では、理由も 、この後の場 所を移すとき に御議論い ただくという ことで

よろしい ですか 。N OAELを 算出し ないと いうこ との理 由につい ても、 また後 ほど御 議論
いただきたいと思います。
それから、この試験に 関しましては、中江 先生からもう 一点指摘が ありまして、脚注 19
の記載内容だと思 うのですけれ ども、違和感 があるという ことです。 違和感がある という
ことしか書かれて いないのです けれども、こ れも塚本先生 、中江先生 のコメントに 対して
何かさらにコメントありますか。
○塚本専門委員

中江先生の違 和感がどのよ うなことかよ くわからな いので、直接 聞いて

いただいたほうがいいと思います。
○頭金専門委員

塚本先生は特に違和感がないということですね。

ほかの先生方、 いかがでしょ うか。特にこ の記載で問題 ないという ことであれば 、一応
脚注も移動させるときにつけて移動させるということにしたいと思うの ですが。ど うぞ。
○森田専門委員

そもそも先ほ どのご議論で 、結局、生涯 にわたって 生存率、体重 に影響

がなかったことを 見ているよう なものなので 、当然のこと ながら、同 一時期での各 群との
比較は不可能であ るというのも 、そういった 事柄に恐らく 含まれてき ます。移して いただ
くときに、そもそ もこれは生涯 中の生存率や 腫瘍発生率等 を見たもの であるという ことで
まとめていただけ れば、おかしな 感じにはな らないのでは ないでしょう か。上のほう では、
本来は各時期別に きちんと解剖 もしているべ きなのに、そ の記載がな くてというよ うなこ
とだと思うのです けれども、そも そも増加傾 向を認めたと いっても詳細 はわからない ので、
ここまで細かく評 価書に書かな くてもという ことではない でしょうか。
「 増加傾向を 認めた
が、剖検時のもの で、発生まで の期間が明ら かでないため 」とか非常 に詳しく書い てある
ので、かえって違 和感があるの ではないかと 思いました。 発生の期間 等が詳細には 書いて
いないので評価はできないというような簡単な書き方ではいかがでしょ うか。
○髙橋課長補佐

それでは、項 目を移すかど うか、さらに 、森田先生 がおっしゃっ たとこ

ろを修正したこと でわかりやす くなるのかど うかというと ころを含め て、御相談さ せてい
ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○頭金専門委員

よろしいです か。では、こ れはまた全体 を見た後に 、この試験の 記載を

どこに移すかとい うことも含め て、脚注の内 容につきまし ても、もう 一度御検討い ただけ
ればと思います。

ほかにここの試験について何かありますか。よろしいですか。
それでは、次 の試験につい て議論して いただきたい と思うのです けれども 、次が 64ペー
ジの「ｄ ．ラット 90日間経口 投与試験（曺ら（2014））」です。これにつきま しては 、前回
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までの議論で、表 31-2の毒性所 見の表から「 血清グルコー ス濃度の減 少」を削除し て本文
中に移したという ことなのです けれども、そ の理由につい て、前回ま でに議論した 内容を
65ページの 脚注27に 記載してい ます。こ れにつきまし ても、塚 本先生、何回もすみま せん。
コメントがありましたら。
○塚本専門委員

私の意見とし ては、投与群 のほうが下が ってはいま すが、全て正 常範囲

内ということでいいかなという考えです。
○頭金専門委員

それで本文に 移したという ことです。脚 注の書きぶ りはこれでよ ろしい

ですか。
○塚本専門委員

これで特に問題ないと思います。

○頭金専門委員

ほかの先生方はいかがでしょうか。どうぞ。

○宇 佐見 専門 委員

本 文 に移 すこ と自 体に つい て はい いの です けれ ども 、 移し た理 由を

一々脚注に書かな ければいけな いのですか。 そうすると、 書き方を統 一するために はほか
の所見などについ ても理由を書 かなくてはい けなくなって しまうので はないかと思 います。
わざわざ脚注を入れる必要はないと思います。
○頭金専門委員

どうぞ。

○髙橋課長補佐

宇佐見先生が おっしゃると おり、通常は 特に記載し ていないので すが、

血清グルコース濃 度に関しまし ては、前回の 御審議でこの 部分につい ては特に記載 すべき
ということになり ましたので、 通常のほかの 所見の書きぶ りとは違い ますが、脚注 として
追記させていただいております。
○宇佐見専門委員

所見につい ては、対照群 と比較して低 値または高 値であった結 果に毒

性学的に意味があ るかどうかと いうのは論文 内で著者が判 断している わけですが、 この脚
注の書き方だけで は足りないと いう気がしま す。書くので あればしっ かり書かなけ ればい
けないし、私は書かなくてもいいと思います。
○頭金専門委員
○宇佐見専門委員

しっかり書くというと、何か御提案はありますか。
この所見が なぜ議論にな ったかという と、用量依 存性もあって 体重も

減っているので毒 性所見とした ほうがいいの ではないかと いう意見が あったからで す。他
の所見には用量依 存性がないな ど、著者が違 う判断をした 理由がある わけです。そ ういう
他の所見との違い を書かないで 、正常範囲内 の可能性とか 、対照群と 比較してとい うよう
な理由だけを書く のであれば、 ほかの所見も 該当してしま うので、書 かなくてもい いと思
うのです。
○頭金専門委員

いかがでしょ うか。ここを 一応前回、特 に血清グル コース濃度の 減少に

ついては扱いにつ いて議論した ということを 踏まえて、脚 注の中に記 載したほうが いいと
いうことで記載しているのですけれども。
○宇佐見専門委員

あともう一 ついいですか 。66ページの 5行目の NOAELについて 、前の

ページから続いて いる表 31-1で すが、換算したとき に雄で餌中 に1.6あるので、それを 81. 8
から引かなくて いいかと いうことす 。雌のほう も281. 3か ら1.7を引かなく ていいので しょ
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うか。
○髙橋課長補佐

用量設定の表 の記載につき ましては、担 当の先生方 と御相談させ ていた

だいて、餌の量も 含めた形で記 載しておりま す。なお、原 著には餌の 量の有無に関 しては
両方の表が載って いるのですけ れども、評価 書案は餌の量 を含めた数 値で記載をさ せてい
ただいて おりま す。し たがっ て、N OAEL の値と しまし ても、餌 の量が 入った 量で記 載さ
せていただいております。
○宇佐見専門委員

そういうこ とではなくて 、対照群で 1. 6入 っているとい うことで 、対照

群の値は 1. 6 m g/kg投 与した ときの値 だとい うことに なりま すね。そ の値と 比較して いる
わけですから、81. 8から 1. 6を引 かなければい けないのでは ないかとい うことを言っ ている
わけです。例えば 体重だと、対 照群と比較し て差があるか らというこ とで所見とし ている
わけですね。所見 に差があると いうことは、 アルミニウム の摂取量の 差による影響 がある
ということで、その摂取 量の差はどれ だけかといえ ば、81. 8から 1. 6を 引いた分では ないの
ですか。 だから 、N OAELを 判断す る場合 に引か なくて もいいの ですか 、とい う話な ので
すけれども、引かなくていいわけですね。
○頭金専 門委員

いか がでし ょうか。 NOAELの 算出方 法につい てのコ メント かと思 うの

で す け れ ど も 、 ベ ー ス の 部 分 を 引 く か 引 か な い か と いう こ と で す ね 。 通 常 は こ う い う
NOAELを算出するときはベースの部 分を引くので すか。
石塚先生、どうぞ。
○石塚専門委員

通常は引かず に出していた かと思うので すけれども 、全く加えて いない

ゼロのときの実験 データがある のであればも ちろんベスト なのですが 、この場合に はもと
もと入って いる 0%とい って、 endogenousに入って きてい るものを 今まで引 いた記憶 がこ
の調査会ではないです。
○頭金専門委員

ありがとうございます。

ほかの先生はいかがですか。
○森田専門委員

具体的にはわ からないです けれども、当 然、栄養素 系のものであ れば全

くのゼロというこ とはあり得な いので、もち ろん、対照群 よりも少し 大きい用量と 差が出
たデータ も今ま でござ いまし たね。で も、そ こから 対照群 の摂取 量を引 いてN OAEL を出
したことはなかっ たと思います 。トータルの 摂取量として 、そもそも 含まれている ものを
含めての摂取量でNOAELというのは これまで算出 してきたよ うに私も思い ます。
○頭金専 門委員

私も 、用量 反応曲線 からN OAELを求 めるとき にベー スの値 を引く とい

う認識は持っていないのですけれども、いかがでしょうか。
○塚本専 門委員

N OAELと いう言 葉の意 味から すれば 、ベース を引か なくて もトー タル

の量としてこのレベルで毒性が出たとか、出ないとかという議論でいい かと思うの です。
○頭金専門委員

ありがとうございます。

では、今回ベー スのラインを 引かない値と いう形でいき たいと思う のですけれど も、そ
れでよろしいでしょうか。
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ありがとうございます。
この試験に関しまして、そのほか何か御意見、コメントがありました ら、どうぞ 。
○石塚専門委員

先ほどの脚注 ですけれども 、前回の議論 で脚注に残 すという話は 多分な

くて、グルコース の値が対照群 より低いのだ という記載を 残してくだ さいというこ とだっ
た気がするのです 。脚注に残す ことに私も若 干の不安とい うか、すご く特別にハイ ライト
されるような気が して、わざわ ざ脚注に残さ ずに、できれ ば文章中に 、下の所見の 中で説
明できれば一番い いかと思うの ですけれども 、いかがでし ょうか。文 章が長くなる とか、
事務局のほうですごくいろいろ考えてくださったのだと思うのですが。
○髙橋課長補佐

石塚先生御指 摘のとおり、 脚注とすべき ということ までは確かに 言及さ

れなかったのです が、本文にこ の内容を記載 すると非常に 長くなりま すので、担当 の先生
方と御相談させて いただき、脚 注として記載 しております 。ただ、こ のような内容 につい
て記載するという ことにはなっ ていたかと思 います。今回 、この内容 は記載しなく てもよ
いのではないかと いう御意見を 頂戴いたしま したので、そ ういった御 意見があった ことを
踏まえてもう一度 担当の先生方 と相談させて いただくとい うことでも よろしいでし ょうか。
○頭金専門委員

それでよろしいですか。

ありがとうございます。
そのほか何かありますか。どうぞ。
○宇佐見専門委員

ちょっと戻 っていいです か。よくわか らないとこ ろがあるので すけれ

ども、 63ペ ージ、 表 30-1です。 用量設 定で 3% だけ書 いてあ るのが よく わから ないの と、
何で0% は書かな いのか 。本文中 に対照群 が何とか と記載し ているの で、 0%の群があ ると
思うのですが。
○頭金専門委員

表32ですか。

○宇佐見 専門 委員

63ペ ージ 、表 30-1です 。用量 設定が 3% しかな いの で、コ ントロ ール

がないみたいな感じなのですが、一応コントロールもあるのですね。
それと、ここの 脚注 24というのがあ るのですけれ ども、24番が見当た らないと思い ます。
ついでに、67ペー ジの表 32で「アルミニウム として換算 3」と書いてある のですが、 3番は
すごく前までさか のぼらないと JECFAで何とかと いうのがわか らなくて 、これは不 親切だ
と思います。
また、62ページ の表 29で脚注 20と書いてあ るのは、これは消し ているからな のか、その
辺でちょっと混乱 しているとこ ろがあるので 、脚注の対応 を確認した ほうがいいか と思い
ます。
それから、同じ 表29の用量設定の ところで 5 ppm の中に「（m g/ kg）」 と書いてあ るのは
全く意味がわか りません。こ れは要らな いのではな いですか。 換算して 0. 75という のなら
下にちゃんと換算 としてつけた ほうがいいの を、ただ、消 されている だけではない かとい
う気がします。前 の61ペ ージの表 28も同様で すが、 5 ppmが mg/ kgと いうのはどち らの意
味なのです か。 ppm だからm g/kgで 同じだと いう意味 なのか 、それと も換算す ると 0. 75な
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のか。61ページ の脚注 20だと 5 ppmが 0. 75と書いてあ るので、この「 5 ppm（m g/kg）」と
いうのは、これだ け見ると混乱 してしまって 意味不明です 。その辺を 確認しておい ていた
だきたいと思います。今すぐでなくていいです。
○頭金専門委員

表の「（mg/kg）」は要るのですか。

○髙橋課長補佐

飲水投与の換 算値につきま しては、論文 中に記載が なかったので 実際の

摂水量がわからず 特殊な形で換 算しておりま して、通常と 違う形です ので、意図的 に脚注
で詳細に書かせていただいています。
脚注24に つきましては、63ページ に24が ございます ので、御参照い ただきたいと 思いま
す。
JECFAの 換算の脚注 につきまして は、宇佐見 先生がおっし ゃるとおり 、わかりに くいと
いう御指摘もある かもしれませ んが、JECFAの換算値は評 価書中に何 度も出てくる ことが
多いので、初めて 出てきたとこ ろにのみその 旨を書くとい うルールで これまでやっ ており
ますので、御理 解いただけ ればと思 います。表 28の ppmの後のm g/kgを記 載するかど うか
につきましては、再度確認させていただきたいと思います。
○宇佐見専門委員

わかりまし た。24番は色 が違っていて 私が見落と していたので すけれ

ども、表31の0%がないというのはどうなっ ているのです か。 3%しか記載が ありません。
○頭金専門委員

表30-1ですか。

○髙橋課長補佐

それにつきましては、確認して担当の先生方と相談いたします。

○宇佐見専門委員
○頭金専門委員

お願いします。
よろしいですか。

では、次の試験 です。67ページの「 ａ．イヌ 6か月 間亜急性毒性 試験」、Katzらの 試験で
すが、こ れにつ いては 餌中の アルミニ ウム濃 度が不 明であ るため にN OAELを 算出し なか
ったという まとめ が68ページ の 3行目に 「食餌 中のア ルミニウ ム濃度 が不明 であるた め、
本試験に よりN OAEL を算出 しなか った」 と記載 されて います。 この試 験につ きまし て、
何か御意見がありましたらお願いしたいのですが、よろしいでしょうか 。
塚本先生もこれでよろしいですか。特に追加はないですか。
○塚本専門委員

特に追加等はありません。

○頭金専門委員

よろしいですか。

では、 次の「 ｂ．ラ ット 6か 月間経 口投与 試験」 ですが 、これ につき まして は、ま とめ
が69ページ に記載されて おりまして、
「本 試験は投与群 が2用量のみで 実施されてい ること
と、JECFAが指摘し ているように 投与飲料の調 製方法が不明 確であり 、食餌中のア ルミニ
ウム含有 量が不 明であ ること から、N OAELを算 出する ことはで きない と考え た」と いう
ことです。これに ついても中江 先生から机上 配布資料の「 ｂ．」でコメ ントがありま して、
「投与飲料の調製 方法が不明確 」ということ であれば、投 与飲料のベ ースの値がわ からな
いということにな り、餌中のア ルミニウム含 有量が不明で あることと 同じではない かとい
う意見ですか。こ れについて、 塚本先生、何 かコメントが ありました らお願いした いので
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すが。
○塚本専門 委員

こ の試験に ついては 、最終 的な投与 量として 5とか 20 mg/kg 体重/ 日と

いう記載になって おりまして、 具体的な投与 方法について の記載がな いということ があり
ます。
それから 、神経の 病変につ いての figureがあるの ですけ れども、 それにつ いても写 真が
載っているだけで 余り詳細なこ とが記載され ていないとい うことがあ りますので、 最終的
に総合的に皆さんで御討論いただければと思います。
○頭金専門委員

ありがとうございます。

ほかの先生方から御意見はいかがでしょうか。梅村先生はよろしいで すか。
○梅村座長

今、 塚本先生、投 与方法がわか らないという のは、例え ば飲水を自由 に摂取

させたとか、そういうことがわからないという意味なのですか。
○塚本専門 委員

方 法のとこ ろに 5とか 20 m g/kg 体 重/日 と書いて あるので 、具体的 にど

うしたのかは記載がないです。
○梅村座長

通常 の飲水投与の ように自由に 摂取させたの か、どのよ うに投与した のかも

わからないということなのですか。
○塚本専門委員
○梅村座長

その辺の詳細については記載がないです。

もし そういうこと であれば、そ うすると、調 製方法が不 明確というよ り、投

与方法が不明確なのですね。
○髙橋課長補佐
○梅村座長

投与方法としては、飲水ということまではわかっております。

飲水 かどうかわか らないのでし ょう。水で投 与したかど うかはわかる けれど

も。
○髙橋課長補佐

水ということ はわかると思 います。ただ 、 drinking waterと書い てある

のですが、具体的 にどういう濃 度の水を何 L飲んだかと いうところが わからず、kg 体重当
たりの値しかわからないものと考えております。
○梅村座長

それ は問題ですか 。例えば飲水 で投与して、 飲水量の記 載がないとい うこと

はあるのかもしれ ないけれども 、その数字を 使って実際に どれだけ投 与されたかの 量はわ
かったわけですね。そうすると、それでもういいのではないですか。だ めなのです か。
○髙橋課長補佐

事務局の理解 が合っている かどうかはわ からないで すが、いただ いた文

面からは、中江先 生としてはむ しろベースと なる水中の量 がわからな いということ を御指
摘されているのかと思われます。
○梅村座長

それ は「しない」 と書いてある から、中江先 生はそうお っしゃってい るのだ

と思いますけれど も、それは置い ておいて、
「し ない」か「できな い」かの分かれ 目は、投
与飲料の調製方法 が不明確であ るという一つ の条件をくっ つけるととい うことです ね。今、
そこでは なくて 、その 1個前の 、つま り調製 方法が 不明確 だとい うこと が理由 に妥当 なの
かどうかというこ とだと思うの です。例えば 飲水投与と書 いてあって 、摂水量が書 いてい
ないからといって 、だけれども 、計算されて 投与量が出て いるのであ れば、それは それで
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いいので はない かと思 ったの です。そ れをN OAELのと らない根 拠には できな いので はな
いかと思ったのです。
○頭金専 門委員

N OAELを 算出す ること はでき ないと いうのに 、ここ の投与 量の調 製方

法が不明確であるという記載は要らないのではないかということですか 。
○梅村座長

この ルールは、餌 でしたけれど も、餌のアル ミの量がわ かっていない ときに

は「しない」と言って、わかって いなくて、もう 1つあ るいは 2つ以上 の理由があっ たとき
には「で きない 」と言 うとい うルール にのっ とって いくと 、今回 のこの 試験の NOAELを
算出しな いとい うか、 いずれ にしても NOAELは とらな いわけだ と思う のです けれど も、
NOAELを とらない理由 が何個そろっ ているのかと いう話です ね。1つは 2用量と いうのが 1
個あったとして、それ以外にあるのかどうか。
○頭金専 門委員

いか がでし ょうか 。梅村 先生と しては 、この 2用量で 実施さ れてい るこ

とからNOAELを算出することはでき ない、それで いいのでは ないかという ことですか。
○梅村座長

調製 方法が不明確 でというあた りは、担当さ れた先生方 がどのあたり を気に

されているのか私にはよくわからなかったので、質問させてもらったの です。
○頭金 専門委 員

JECFAがわざ わざ 書いて いると いう ことな のです かね 。JECFAが 書い

ている理由がわからないですけれども。
○梅村座 長

大 体JECFAはこ ういう ときは pHを 気にし ている のだと思 うので す。そ のと

きに摂水量がもし 高用量で pHが変わって 飲まなくなっ ているみたい なことがあ ると、そう
なると使えないデ ータにもなり ます。しかも 、そういう情 報がないの で、だけれど も、こ
こにちゃんとアル ミの投与量と して書いてあ るから、それ が信頼性が ないとかとい う議論
になっていって、 結果としてこ の調製方法が 不明確という 理由になっ たのであれば 、それ
はそれで私もいい と思うのです けれども、そ のあたりがど うなのか確認 したかったの です。
○頭金専門委員

いかがですか。

○塚本専門委員

調製方法 の問題もあ りますけれ ども、あと 文献 75、Som ova（ 1997）、 3

ページ目か らのresultのと ころでは 腎臓と か神経の 所見の写 真が出 ているの ですが、 この
辺のインシデンス と最高用量 20でのみ 出たという記 載ですけれど も、何匹に出たと かイン
シデンスどれだけ という記載は なくて、神経 にこれだけ所 見があると 書いてありま すけれ
ども、実際的な神経症状とかの記載もないということもあります。
○梅村座長

もし 、これを評価 に使わないと いう理由が幾 つかあるの であれば、そ れを並

べて、評価に使えないとしてしまったほうがいい気がします。
○頭金専 門委員

これ はいず れにして もN OAEL を算出 すること はでき ないと いうこ とだ

と思うので、その 理由はもう一 度整理して御 検討いただけ ればと思う のですけれど も、よ
ろしいですか。
○塚本専門委員

梅村先生のお っしゃること はごもっとも だと思いま すので、検討 したい

と思います。
○頭金専門委員

この「ｂ．」の試験に ついて、何かそのほか 御意見、コメントがあ りまし
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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 、次に 69ペ ージの 「ｃ． マウス最 長 8週間 経口投与 試験」 です。 これは前 回の
議論を踏まえて記 載が変わった ということで すが、これに つきまして 御意見、コメ ントが
ありましたらお願いしたいのですけれども、よろしいでしょうか。
それでは、次の 71ページに 移りまして、参 考資料として「 ａ．」～「ｇ．」の試験 が書か
れております。参 考資料にした という理由が それぞれの試 験に記載さ れているので すけれ
ども、参考資料を まとめて何か 御意見、コメ ントがありま したら、お 願いします。 これは
前回までの議論で 、参考資料に したほうがい いのではない かという御 議論があった ことを
理由に記載してい るということ だと思います けれども、よ ろしいです か。塚本先生 、よろ
しいですか。
○塚本専門委員

はい。

○頭金専門委員

そのほか特に 御意見ないよ うでしたら、 これで反復 投与毒性は終 わりた

いと思うのですけれども、それでよろしいでしょうか。どうぞ。
○松井専門委員

話が曺の論文 に戻ってしま って申しわけ ありません けれども、血 糖に関

して脚注に入れる のは理由があ ります。曺自 身が血糖値の 低下を毒性 所見として考 察して
います。そこで、曺たちの意見とは違うよとコメントをつけたほうがい いと思いま す。
○頭金専門委員

著者の判断と は違った判断 をしているの で、あえて 脚注に記載し たとい

うことなのですか。
○松井専門委員

そのとおりです。

○頭金専門委員

石塚先生、それでよろしいですか。

○石塚専門委員

はい。

○頭金専門委員

ありがとうございます。

では、その経緯 も含めて、こ このところは また文案を検 討させてい ただきたいと 思いま
すけれども、そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、以上で反復投与毒性試験は終わりでいいのですね。
では、梅村先生に座長をお返しいたします。
○治田係長

では 、以降の議事 進行につきま しては、梅村 座長、よろ しくお願いい たしま

す。
○梅村座長

発が ん性試験なの ですが、先ほ ど松井先生が おっしゃっ ていた話はよ くわか

ったのですけれど も、多くの先 生たちがぱっ と見たときに 、何でこれ だけ脚注で説 明して
いるのかというの が、あのまま だとわからな いですね。ど うするので すかね。何か 変だと
感じるのは私もよ くわかるので す。何であそ こだけ説明し ているのだ と。だけれど も、著
者の判断と調査会 の判断が違う ということは 結構大切なこ とで、それ はちゃんと述 べるべ
きですね。
○髙橋課長補佐

脚注がよいの か本文がよい のか等を含め て、担当の 先生と相談い たしま

す。
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○梅村座長

それでは、次に、発がん性試験に行きます。

事務局から説明をお願いします。
○治田係長

それでは、続きまして、81ページ、発がん性試験で ございます。

23行目か ら「ａ．」の試験 でございまし て、こ ちらは 82ページの 5行目 からですけれ ども、
「発がん性は認め られないと判 断した」と記 載をいただい ております 。すみません 、この
箇所 は 1カ 所誤 植が ござ いま して 、中 江先 生か ら 御指 摘い ただ いて いる ので すけ れど も、
「発がん性は認め らない」とな っていますが 「認められな い」ですの で、次回まで に訂正
いたします。
82ページ、8行目からは参考資料でござ います。
発がん性につい ては以上です けれども、御 担当の先生が 共通ですの で、次に、そ の他の
毒性につ いてもま とめて 御説明 いたしま す。そ の他の 毒性は 106ペー ジから になりま す。
106ページ 以降の その他 の毒性 は、前回 まで反 復投与 毒性試験 に含ま れてい たのです けれ
ども、御担当の先 生方から御意 見いただきま して、その他 ということ で今回の資料 から並
びかえてございます。
107ページ 、5行目から「ａ．」の 試験がござい まして、8行 目からありま すとおり 、食餌
中のアルミニウム 量について報 告されており ません。本専門調査会 としての判断 は、23行
目からですけれど も、
「単用量で投与 飲料の調製 方法が不明確 で、食餌中・飲水中の アルミ
ニウム濃 度に関 する情 報がな いことか らN OAEL を算出 できない 」とい う記載 をいた だい
ております。この点につ きまして 、中江先生 から先ほどと 同様に、「N OAELを算出 するこ
とはできないとの 記載について は、単用量だ からですね」 ということ と、加えて、 投与飲
料の調製方法が不 明確というこ とについても 同様の御意見 をいただい ておりますの で、先
ほどの御意見も伺 いまして、投 与飲料の調製 方法が不明確 というのを ここに書くの かどう
かを御議論いただきたいと思います。
続きまして、108ページ、3行目から「ｂ．」の 試験です。こちら は109ペー ジの 10行目か
らですが、
「 病理組織学的 検査を含む各 種検査が実施 されておら ず、投 与飲料の調製 方法が
不明確で 、食餌 中・飲 水中の アルミニ ウム濃 度に関 する情 報がな いので 、N OAELを 算出
できない」という記載をいただいております。
同様に中江先生 から御意見い ただいており まして、投与 飲料の調製 方法が不明確 である
ということについ て、同様の御意見 です。また、
「病理組織 学的検査を 含む各種検査 が実施
されてい ないこ とが理 由であ れば、N OAELを算 出でき ないでい いと思 います が、そ のこ
とはちゃんと議論したほうがよい」という御意見でございます。
続きまし て、 109ページ、 16行 目から「 ｃ．」の 試験、こ ちらも先 ほどの「 ｂ．」の 試験
と同様でして、病 理の検査が実 施されていな い。投与飲料 の調製方法 が不明確で、 食餌・
飲水中の アルミ ニウム 濃度に 関する情 報がな いとい うこと で、N OAEL を算出 できな いと
いう文案をいただ いておりまし て、先ほどと 全く同様の御 意見を中江 先生よりいた だいて
おります。
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続きまして、110ページの18行 目以降が参考 資料でござ います。
最初の 21行目 以降の「 ａ．」の 試験は、 111ページ 16行目 からにご ざいます けれど も、、
信頼性が乏 しいと 考えら れるとい うこと で、評 価の対象 としな かった 、 111ペー ジ、 21行
目からの「ｂ．」の試験につ きましては、 112ページに ございます とおり、病理所見 の結果
ですとか投与物質 の形態など詳 細不明な点が あるというこ とで、評価 対象としなか ったと
いう記載をそれぞれいただいております。
事務局からの説明は以上になります。よろしくお願いいたします。
○梅村座長

ありがとうございます。

そうする と、発 がん性 に戻って 81ページ。 発がん 性の評価 は 1本だ けにな ってしま うの
でしょうか。塚本先生、御説明いただけますか。
○塚本専門委員

Onedaらの試 験ですけれ ども、 10%投与群 で肝細胞が ん発生率が 減少し

たとありますが、特に発がん性に関しては認められないということでい いと思いま す。
○梅村座長

ここ の試験につい て何かコメン トございます でしょうか 。一応、発が ん性は

認められないと判断したという調査会の結論ですけれども、よろしいで すか。
それでは、ここ から後は参考 資料になって しまうのです けれども、 ここの点につ いて何
か御質問とかありますか。よろしいですか。
そうしますと、 担当がそのま ま塚本先生し かいらっしゃ らないけれ ども、その他 の毒性
まで飛んでいただ いて、106ペー ジです。それの「③」の「ａ．」の 試験ですけ れども、塚
本先生、また投与飲料の調製方法が出てくるのですが、このあたりはい かがですか 。
○塚本専門委員
○梅村座長

これも同様なのですけれども。

多分 、中江先生の 御指摘という か御懸念は、 今、餌の中 のアルミの話 はもう

十分議論したので すけれども、 飲水投与のと きに水の中の アルミ濃度 はいいのです かとい
う話ですね。もし 、飲水投与の ほうにも飲水 投与中のアル ミの詳細が 不明という論 法でい
くのであればとい うことですね 。それはそも そもどうする のかという のはどうなの でしょ
うか。どうぞ。
○石塚専門委員
○梅村座長

それをそもそもとなると、全ての試験において水は飲んでいるの で。

そう なのです。だ から、そうな るとやはり現 実的にそこ には言及でき ないで

すね。つまり、投 与飲料の調製 方法が不明と いう意味が余 りに不明な ので、これが アルミ
の濃度に言及して いるのかどう かというのを 多分中江先生 はおっしゃ っているのだ と思う
のです。
また、ここに、これは事務局が一応それに合わせて入れていってくれ たのですよ ね。
○髙橋課 長補佐

ここは 先ほど と同じ で、kg 体 重当た りの値 しかな かったの で、投 与飲

料の調製 方法が 不明と入 れさせ ていた だいた のです が、kg 体 重当た りの値し かない との
理由なら記載不要 ということで あれば削除い たします。一 方、もう一 つの論点です が、各
試験の飲水中のア ルミニウム量 の記載の有無 について確認 するかとい うことについ ては、
確認はできると思うのです。その点を言及されているのでしょうか。
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○梅村座長

石塚 先生がおっし ゃっていたの は、普通の餌 の試験でも 水は飲んでい るわけ

だから、その水の中のアルミと言い始めたらということだと思うのです 。
○髙橋課長補佐

論文中に水中 のアルミニウ ム量について 記載がある かどうかとい う点は

記載できると思う のですが、昔の 試験ですと、恐らく報告は ないのでは ないかと思い ます。
○梅村座 長

今 の基本 姿勢は 、餌の中 のアル ミがわ からな いとき はN OAELを とらな いと

言っていて、そうしたら水は全部、どれもとれなくなってしまうのでは ないかと。
○髙橋課長補佐

水中の量をコ ントロールし ている試験も 、新しいも のでは一部ご ざいま

す。
○梅村座長

そのあたりはどうしますか。どうぞ。

○石塚専門委員

通常、濃度が 低いので、私 は言及は必要 ないと思い ます。それで 全ての

試験をもう一度洗 い直すかどう かというとこ ろは必要ない と思ってい まして、過去 にカル
シウムだとかいろ いろな試験も 評価していま すけれども、 そこまで厳 密なものが試 験デー
タに明らかに影響 するかどうか と言われると 、しないと思 いますので 、必要ないと 思いま
す。
○梅村座長

では 、数字は出せ る。今は、私 がこだわって もしようが ないのだけれ ども、

餌の中のアルミは 一応、数字が出てい ない場合はN OAEL を「と らない」。出ていた 場合は
いいのですけれど も、何かもっ と別の理由が あったときは 「とれない 」になるとい うこと
ですね。今、例え ばこの試験で いってしまえ ば、単用量な ので、これ は「とれない 」でい
いのですけれども 、そういうと きに、今この 試験だけで解 決するので あれば水の部 分を取
ってしまって「と れない」と言 ってしまえば それで終わる のですけれ ども、そもそ もどう
するのかということです。
○塚本専 門委員

N OAELと して正 確な数 字を出 すかど うかとい うと、 餌中の 濃度と か水

中の濃度がないと 細かい数字は 出ないと思い ます。ただ、 バックグラ ウンドですか ら、無
視できるような濃 度なので、十 分高い濃度で 試験している ようなもの は、その濃度 で毒性
があるのか、発が ん性があるの か、そういう ディスカッシ ョンができ れば、全部の 試験を
総合的に見て、こ こまでは安全 域、ここから は毒性がある というとこ ろで、まずそ れを調
査会として出して 、その中で具 体的な数字が 出るのはこれ なのでここ をとりましょ うとか
ということでいけばいいのではないかと思っているのです。
○梅村座長

ありがとうございます。

森田先生、どうぞ。
○森田専 門委員

1つは 、この ように 飲水中 から摂 取させ て、な おかつ その飲 水中か らの

摂取量が 50 mg/ kg 体重/日と論 文にも書いて あるときに、 飲水中のア ルミニウム濃 度に関
する情報がないと 言い切ってし まっていいの か。飲水当た りは書いて いなくても、 摂取量
がこうなるように 調製して飲ま せたというこ とだと思いま すので、そ ういう場合で もこう
いう書き 方をする のか。 明らか にwaterで投与 群を設定 したと 書いて あるのに 「情報 がな
い」と言ってしまうのはどうか、というのが1点です。
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もう一つは、中 江先生の机上 配布資料の中 で「食餌中・ ケージ内環 境中のアルミ ニウム
量と併せて」とい うことが書い てあって、こ のケージ内環 境中のアル ミニウムとは 、すみ
ません、私は前回 休んでいたの でわからない のですけれど も、やはり ケージ環境か らの摂
取等があるという ようなお話が 前回あったの でしょうか。 私も昔はア ルミのケージ で飼っ
ていて、マウスが ケージも食べ ているという ことは頻繁に 発生してい ました。マウ スがケ
ージをかじって逃 げ出すという こともよく観 察しましたの で、例えば 古い試験です と、そ
ういうことを考え たご意見なの かなと。そこ まではわから ないかもし れない、でも 、そう
いうことも多少は 考えないとい けないという ようなご意見 で書かれた のかどうか、 前回そ
ういうご議論がありましたらお教えいただきたいと思いました。
以上です。
○梅村座長

そのあたりは。

○髙橋課長補佐

前回ご審議頂 いたというよ りも、今回に 向けていた だいた御意見 でござ

いまして、恐らく 森田先生が御 指摘のような ことをお考え なのではな いかと思いま す。ケ
ージにつきまして は、論文中に どこまで言及 があるかまだ 確認できて おりませんが 、必要
があれば情報の有無を追記することになるかと思います。
水中の量につき ましても、論 文中に何か言 及があるかど うかを確認 することはで きるか
と思います。
○梅村座長

ほかに何かこのあたりで御意見ございますか。

塚本先生御提案 の毒性プロフ ァイル全体と してまず見る ことと、そ の中からもし 数字を
求めるのであれば、どれから求められるかと考えるべきだということで すね。
○髙橋課長補佐

この後、生殖 発生毒性の項 目を議論いた だく予定で すけれども、 餌中の

量がわか ってい て数字 をとれ るとさ れてい るのは 今の案 では 4つ でござ います 。なお 、そ
の4つについては水に関しても言及があります。
○梅村座長

厳密に言って大丈夫ということですか。

○髙橋課長補佐

水については、脱イオン水 を用いたと記 載されている 場合もありま すが、

ある程度の言及はあると受けとめております。
○梅村座長

今の事務局の説明だと、やれますよということなのですけれども。

○髙橋課長補佐
○梅村座長

論文中の報告の有無を記載することはできます。

だか ら、石塚先生 が御懸念だっ た飲水の水も そうやって 、イオン交換 水だと

アルミが抜けているので。
つまり、全体の 毒性のプロフ ァイルを見て というのもも ちろんいい のですけれど も、今
度は先生がおっし ゃったように 数字をどこか からとるとな ったとき、 その試験のア ルミの
情報をどこまで求 めるかという ことですね。 当然そういう ことになっ てしまうので すけれ
ども、今は一応、 餌のアルミは 考慮に入れよ うということ になってい ますね。水の ほうは
どうしますかと。 もちろん、も っといけば、 そのときのケ ージの形状 、種類が普通 は記載
されていると思い ますけれども、そのあたり までいくかと いう話です。いくべきでは ある。
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○塚本専門委員

厳密なことを 言うと、どれ も採用できな くなる可能 性があるので はない

かと。
○梅村座長

そうなのです。どうぞ。

○山添委員

2点ある のですけれど も、1つは 、投与量に比 例してばく 露が増えてい るのか

どうかということ ですね。現在 はそれを仮定 した上で濃度 を求めてい るのですけれ ども、
アルミニ ウムの動 態のと ころで kineticsのモデル の議論 をした ときに 、長期間 をやる とど
うしても出ていか ないcom partm entがあって 、それが骨に たまるし、そこから骨と ゆっく
りと交換をしてい るということ がありました ね。そうする と、投与を 飲水であろう と、餌
であろうと入れて いった場合に は、短期間は 別として、長 期間の投与 の場合には何 らかの
形でアルミニウム が体内に残っ て増えていく 、ばく露され ている、た まっていくと いうこ
とを考えていくと 、用量が完全 に比例して出 てくるのか、 あるいはも うある程度の 域に達
していればかなり の、どうして もその作用が 出てくると考 えるべきな のか、その辺 のとこ
ろも考えて、ある 意味で判断を せざるを得な いのか。明確 な証拠のデ ータがないと いうこ
とはわかっていま すけれども、 我々はその辺 のところで一 つは何らか の判断をしな ければ
いけないかなと。そこが一番難しい問題のような気がします。
もう一つは、塩 化アルミニウ ムの場合には 、ほかのアル ミニウムに 比べて非常に 水溶性
が高い。したがっ て、同じ効率 で入っていく のか、クエン 酸どころの 問題ではなく て長期
間にやってしまう と、塩化アル ミニウムのと きだけ結構い ろいろな問 題が毒性で出 てくる
わけですね、昔の 問題で。それ はほかのアル ミニウムの場 合と違う挙 動をしている 可能性
があって、だから 、塩化アルミ ニウムの場合 に本当に我々 が食事から 摂取する場合 の摂取
形態と同じように 考えるべきな のか、あるい はクエン酸等 を含めてほ かのそういう ものの
ほうが我々の食事 から摂取する アルミニウム の場合に該当 すると考え れば、そちら をとれ
ばいいという考え もあると思う のです。その 辺のところを 統一してお かないと、今 回、飲
水あるいは餌とい っても、要す るに我々も決 定的にバック グラウンド がわからない もので
判断をせざるを得ないので、そこのところが難しいなと思っています。
○梅村座長

ほかにございますか。どうぞ。

○吉田委員

今日 は今までずっ と反復投与あ るいは発がん 性のところ を拝見してい て、試

験を随分いっぱい 、文献情報で すけれども、 どうもここだ というター ゲットが余り 絞られ
ていない。繰り返 しいろいろな 実験をいろい ろな動物種で やられてい ますけれども 、余り
はっきりした毒性 は見えてきて いない。すご く高用量にな ると体重増 加抑制が起き たりし
ますけれども、と いうのが先生 方、一般毒性 と発がん性を 見る限りに おいては多分 共通に
お持ちなのではな いか。そうい う意味では、 今、塚本先生 が考えられ たような形で 、最初
は解析していて、 これから生殖 発生毒性等に 進みますけれ ども、その 中でプロファ イルを
考えながら、もち ろん動態のこ ともあります けれども、ど のあたりか らということ を見て
いただくのはいか がかなと。同 じことを前回 も申し上げた と思います けれども、そ れはい
かがでしょうか。
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○梅村座長

ありがとうございます。

大体の方針はそ ういうことだ と思うのです 。なので、今 度は個別の 話になります けれど
も、今言っているのは、107ページの アルミニウム 塩の「本専門調査 会としては」と いう、
これは事務局が一 応機械的に水 で入った場合 は投与飲料の 調製方法が 不明でありと いうの
も1個の理 由に加 えてい るので すけれ ども、 このあ たりは どうし ましょ う。単 用量だ けで
いってしまうのか、もう一個理由をつけるのかということです。どうぞ 。
○頭金専門委員

私は、この表 現を見ると、 飲水量が変わ った影響を 書いているの かと感

じました。ただし 、先ほどの話 をお聞きする と、そうでも ないような ことだったと 思うの
で、飲水量が変わ っているとい うことでもな いと思います 。私はここ ではあえて書 く必要
はないかと思います。
○梅村座長

これ は結構踏み込 んで、食餌中 ・飲水中のア ルミ濃度に 関する情報が ないと

いうところまで踏 み込んでいる のですけれど も、このあた りをやめて 、今、頭金先 生は単
用量だけで押して しまえばいい ということで すね。ここの 部分、そのあ たりはどうで すか。
どうぞ。
○髙橋課長補佐

食餌中の記載 は、ほかのと ころにも全て 関係します ので、食餌中 は並び

としては残させて いただきたい のですが、水 の記載をどう するかとい うことは、先 ほどの
反復投与毒性でご議論いただいた試験とも同じ論点かと思います。
○梅村座長

森田 先生いわく、 水に添加して 投与している のだから、 その水の中の という

意味ですね、先ほどおっしゃっていたのは。
○森田専門委員
○梅村座長

それは書かなくてもいいのではないかなと。

書かなくてもいいということですか。

○森田専門委員

というか、一 応そのように 本文に、これ これの濃度 の投与量にな るよう

に添加したということが書いてあるので。
○梅村座 長

例 えば、 今まで ずっと餌 中のも のはそ の判断 でN OAELが とれな いもの とと

らないものを区別 していたので すけれども、 その記載のま までいくと なると、飲水 試験の
中でも、この飲水 試験の食餌由 来のアルミは わかっていな いとかわか っているとい うのは
統一感としては入 れたいという のが多分、今 の事務局の意 見だったと 思うのです。 そうす
ると、餌の量のこ とはずっと言 われていて、 餌で投与して いる場合は すごくしっく りいく
のだけれども、そ の後に飲水投 与が始まり、 飲水投与のと ころでも餌 には入ってい ません
とかいったときに、飲水のことを言わなくてもいいのかということにま たなってし まう。
どうしましょう か。何か 御意見ござい ますか。今の事務局案 のままいきま すか。ど うぞ。
○石塚専門委員

餌のほうはア ルミニウムの 量がそこそこ 入っている ので、餌は残 してい

いと思うのですけれども、飲水とケージの情報は要らないのではないか と思ってい ます。
○梅村座長

今、 御意見として は餌中の濃度 と水中の濃度 では、恐ら くバックグラ ウンド

が違うのでという 観点で、餌に ついての記述 は残して、水 に関しての 記載は除いて 、この
試験に関しては単 用量でもある ということで 「できない」 系ですね。 算出できない という
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ふうになるということです。それでよろしいですか。
○塚本専 門委員

N OAELが 出せる か出せ ないか といっ たら、出 せない という ことで いい

と思うのですけれ ども、この試 験自体もいろ いろ書いてあ るのですが 、結局、神経 の病理
の写真とかもあり ますけれども 、やはり全体 の動物の症状 と一貫性が ないし、毒性 とは判
断できないということで。
○梅村座長

データの信頼性がないということですね。

○塚本専 門委員

そう いうこ とになり ますけ れども 、N OAELの 数字が 出るか どうか とい

うのはまた別の問題として、出ないと思うのです。
○梅村座長

それ は調査会の判 断のときに、 もちろん単用 量であり、 その後、デー タへの

言及もしてしまって、ここからはとれないとしてしまうのかということ 。
○髙橋課長補佐

もし信頼性が 問題であると いうことにな りますと、 扱いは参考資 料とい

うことかと思いま すので、そこ はどのように 考えたらいい か御教示い ただければと 思いま
す。
○梅村座長

だから、落としてしまうのだったら落としてしまうし、そのあたり。

○塚本専門委員

NOAELが出るか出 ないかという 問題もあり ますけれども 、50 m g/kg 体

重/日で毒性が 出ているの か出てい ないのか。 出ているけ れども、N OAEL が出ないか ら落
としたというのではないのですね。
○梅村座 長

N OAEL ではな くて、 この試 験自体 のデー タへの信 頼性が もしな いのだ とす

ると、評 価に使 わない 。N OAELを とると かとら ないは 、評価に 一応使 った試 験なの で、
そうではなくて使 わない参考資 料にしてしま うかどうかと いうことあ たりを御判断 いただ
きたいのです。
○塚本専門委員
○梅村座長

ちょっともう一度。

では 、ここは ペンディング にしておきま しょう。わかりました 。すみま せん。

それで 、次もそ うです ね。次 のラット 120日 間経口 投与試験 も飲水 調製方 法不明確 で、
ないので。
○髙橋課 長補佐

これ は飲水 の論点 は前と 同じな のです けれど も、次 の 2つは 単用量 では

ないということが 違います。ま た、病理組織 学的検査がさ れていない ということが 、先ほ
どとは少し違う点でございます。
○梅村座長

病理 学的検査がな いけれども、 評価には使え ているとい うことですね 。整理

としては、参考資 料に落とすわ けではないと いうことです ね。こちら は単用量では ないの
で、単用 量でN OAEL が決め られな いとい うこと ではな い種類の 試験で 、ただ 、病理 組織
の報告が ないの で、N OAEL を判断 するこ とがで きない というふ うに落 とすと いうこ とな
のですね、今の案 としては。こ れはこれでよ ろしいですか 。塚本先生 、大忙しでち ょっと
間に合わないね。
○塚本専門委員

ここは病理の 所見等の記載 がなくて、ホルモンレ セプターとか 、Cの 1の

ほうのホルモンレ セプターかな。ということ で、評価ができ ないという 結論にしてい ます。
22

○梅村座長

わか りました。こ れは飲水のと ころは抜いて しまって、 食餌だけにす るとい

うのはそれでいい のですね。も う一個の理由 で、投与量の 調整方法が 不明確で食餌 中・飲
水中のアルミ濃度 に関する情報 がないという のは、食餌中 のアルミ濃 度に関する情 報がな
いにすると、先ほど一応そんな話になって、そこはいいですか。
○塚本専門委員
○梅村座長

それはいいです。

よろしいですか。飲水は省く。

○髙橋課長補佐

今日は中江先 生が御欠席で すので、調査 会でこのよ うな結論でま とめて

いただいたということをお知らせしたいと思います。
○梅村座長

そこまではよろしいですか。どうぞ。

○山添委員

先ほ どの 107ページの 6カ月の 「ａ．」 の試験な のですけ れども 、記載が 紛ら

わしいのでそこだ けちょっと確 認したいので すが、12行目 から「その結果、以下の ような
所見が認め られた 」という のがあっ て、 20行目 に「投与 群（ 18か月 齢）」と あるので すけ
れども、この 「投与群 （ 18か月齢）」の Morrisの水 迷路試験 というの は10匹 全部やっ てい
るのですね。だか ら、これはこ ちら側を上に 先に書いたほ うがいいの ではないです か。投
与群の 4及び 18か 月で、 そのうち 6匹を使 った試験 が先に 書かれ ていて、「海馬 CA1領 域」
以降は、 実際に はそれ は病理 検査に 4匹だけ 使った という ことに なるの で、海 馬のと ころ
は行がえをして、「海 馬」以下「（対象 4匹 ）」までは区別 をしないと、 この記載だと すごく
紛らわしい。10匹を使 った試験は 、全部上に 先に持ってき たほうがわ かりやすいの ではな
いですか。
○梅村座長

ありがとうございます。

塚本先生、どうぞ。
○塚本専門委員
○梅村座長

ちょっとこの部分はややこしいので、もう一回確認してきます。

ここまでよろしいですか。

最後、110ペ ージ、ウサギの試 験が残って いるのですけ れども、ここで は 111ページの 16
行目から「本試験 の結果につい て、信頼性が 乏しいと考え られること から、評価の 対象と
しなかった」と。 参考資料です からいいので すけれども、 というか、 だから参考資 料にな
ったのですけれど も、このよう なことになる のかどうかと いうのが先 ほどの試験で 、それ
はこの後、塚本先 生に考えてい ただくという ことでよかっ たのですが 、この試験に 関して
「信頼性が乏しい」という言葉だけで意味が通じるのかどうかというこ とです。
先ほど、塚本先 生、前のほう は神経の病変 の話をされて いたかと思 うのですけれ ども、
こちらでは「信頼性が乏しい」としか書いていないのです。
○塚本専門委員
○梅村座長

すみません、今、どこを。

111ペー ジという か、 110ペー ジのウ サギ 3か月 間経口投 与試験 は参考資 料に

なっているのですけれども、これが。
○吉田委員

いつの試験ですか。

○梅村座長

Abd-Elghaffarら（ 2005）で、こ れは参考資料 に落ちてい るのですけれ ども、
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その理由のように 本専門調査会 としては、こ れは信頼性が 乏しいから 評価の対象に しなか
たという記載になっているのです。
111ページ の16行目な のです けれども 、この 「信頼 性が乏し い」と いうの がいかに も曖
昧風なのですが、 このあたりは 、もうこれで よいというの であればも ちろんこれで よいで
すし。どうぞ。
○髙橋課長 補佐

先生方 からは、 信頼性 の乏し い具体的 な理由 として 、 111ペー ジの 19行

目の下の四角囲み のとおり、病 理検査の結果 についていた だいている のですが、そ れをど
のように評価書中 に記載したら よいかという ところです。 今は「信頼 性が乏しい」 とだけ
書かせていただい ておりますが 、必要であれ ば、この内容 を追記させ ていただくの かなと
思います。
○梅村座長

その 必要があるか どうかという こともあるの です。つま り、これを「 信頼性

が乏しい」だけで 終わらせても 、もうそれで いいよという のであれば それでいいで すし、
いや、これは記載 をもう少しと いうのであれ ば、ではどの ように書く のかというあ たりな
のです。
一応、塚本先生 、中江先生か らは、その下 の四角囲みの ようなコメ ントはいただ いてい
るわけです。これ をどのように 要約するかは また別なので すけれども 、少なくとも 要約し
て、少し詳しく書 いたほうがい いというので あれば、その ようにさせ ていただきま すし、
このままでいいと いうのであれ ば、もちろん このままでも いいのです が、そのあた りはい
かがでしょうか。
吉田先生。
○吉田委 員

今 、この 111ペー ジの四 角囲み の塚本 先生、 中江先 生方の コメン トを拝 見し

て、この論文を見 たところ、確 かに普通です とダメージを 、ほとんど 層として死ん でしま
った海馬 の神経 細胞が その後 のメラ トニン の 2週間 投与で 回復す るとい うのは 、私、 初め
て聞きましたので 、そんな神経 細胞が簡単に 回復する。や はり生物学 的な信頼性は 、申し
わけないですけれ ども、この論 文を評価に使 うことは難し いという先 生方の御判断 は非常
に納得できるなと思いました。
○梅村座長

ありがとうございます。

ここは少し書き ましょうか。
「信頼 性が乏しい」だけ では何なの で、そのあたりを 少し加
える。多分、事務 局は、これは 長いからこの ままで、これ を要約する わけにはいか ないの
で、きっとこの書 き方にしたの だと思うので すけれども、 そのあたり 、すみません が、よ
ろしくお願いします。
○塚本専門委員
○梅村座長

わかりました。

以上 、発がん性と その他まで行 ったので、次 は生殖発生 ですが、ここ でちょ

っと休憩を入れたいと思います。あの時計で50分ま で休憩にした いと思います 。

（休

憩）
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○梅村座長

時間になりましたので、再開したいと思います。

生殖発生毒性に移りたいと思います。
84ページからですけれども、どうぞ、お願いしま す。
○治田係 長

生 殖発生 毒性に つきま しては 、先ほ どの机 上配布 資料の 3ページ 以降に 同様

に表にまとめてございます。また、評価書では84ペ ージからでご ざいます。
84ページ の「ａ．」のF ujiiら の知見 及び 87ペー ジの 19行 目から の「③ 」の「 ａ．」 の同
じくFujiiらの知 見につきまし ては、以前の 御審議を踏ま えまして、記 載の追加、修 正等を
いただいてございます。
その次に 89ペ ージ、 30行目 から「ｂ．」の Sem ple及び P oirierら の知見で ございま すけ
れども、こちらは前回の 御審議以降、91ページ 19行目から のご判断の 記載を修正い ただい
ているので、御説明、御議論いただきたいと思います。
91ページ 、34行 目以降「ｃ ．」の試験 及び、92ページ 、17行 目から「ｄ ．」の試験 がござ
いますけれども 、こちら は反復投与毒 性と同様の考 え方に基づき まして、
「食餌中の アルミ
ニウム濃 度が不 明であ るため 、NOAELを 算出し なかっ たが、最 高用量 で毒性 がなか った
ことに留意すべき」といった文案に修正をいただいてございます。
94ペ ージの 2行目以降 から参 考資料で ござい まして 、先生方 から事 前にい ただいた 御意
見で、参考でよいとされたものにつきまして、並べてございます。
また、大分飛 びますけれど も、105ページの 3行目 、マウス 精子毒性試験 です。こ れは遺
伝毒性の試験とし て提出された ものですが、 以前の御審議 で生殖発生 毒性の参考と すると
されましたので記載を足しました。腹腔内投与の試験でございます。
事務局からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○梅村座長

ありがとうございます。

生殖発生毒性は 一度見ていた だいていて 、赤字にな っているとこ ろでいきます と、86ペ
ージの15行目とかがありますが、北條先生、このあ たりはいかが でしょうか。
○北條専門委員

86ペー ジの 15行目と、あと は同じよう に88ペ ージの 36行目からに ついて

は、4月の調査 会でいた だいたコ メントに 従いま して、こ のFujiiら の繁殖毒 性試験で は、
子供の要は神経毒 性的な影響は なかったとい うのをここで 明確にして おいたほうが いいで
しょうということで、こちらに記載させていただきました。
その神経毒性に かかわるも のを書いたの が、その次の 89ペー ジの「ｂ．」 のSem ple及び
Poirierらの試験で一 応、神 経毒性影響と して握力の 低下というの をJECFA等々では とって
いたのですけれど も、細かい報 告書のデータ を見させてい ただきます と、その評価 は私ど
もと して はち ょっ と疑 問 に思 いま して 、そ れで 別 の毒 性兆 候を 報告 書の 詳 細を 見て 、表
46-2の毒性 所見のと ころに、 100 m g/kg 体 重/日以 上で児動 物に体 重低下と か腎臓の 障害
等々が出ていると いうのがあり ましたので、 それを毒性所 見として挙 げさせていた だきま
した。
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あとは、握力 を神経毒性と して評価す るのは不適切 ではないかと いう理由とし て、91ペ
ージの19行 目から記載さ せていただい ております。まずは かいつまん で説明させて いただ
きますと、データ には用量相関 性が明確では なかったとか 、検査日齢 ごとに対照群 と比較
して統計学的有 意差はなか った。あと は神経毒性 試験等で、 OECDのテ ストガイド ライン
などでも要求され ているのです けれども、背 景対照データ もしくは陽 性対照データ を試験
施設が提示するこ とで検査の信 頼性を示せと いうことが要 求されてお りますので、 そうい
ったこ とも この P oirierさん たち のと ころ ではや って いら っし ゃら ない とい うこ とも あり
ました。
もう一つ、児動 物の筋力の影 響評価に用い る項目として 開脚幅とい うデータがあ ったの
ですけれども、こ ちらについて も統計学的有 意差がないこ とから、握 力への影響が 、被験
物質が直接影響した毒性兆候か否かは判断できないとさせていただきま した。
一方では、雄の 子供に対して の体重低下と か腎障害等が 見られるこ とで、それら を毒性
影響と判断させて いただき、こ の試験での発 生毒性に係る NOAELは 30 mg/kgと判 断いた
しました。
以上です。
○梅村座長

ありがとうございます。

ほかに、宇佐見先生、いかがでしょうか。
○宇佐見専門委員
○梅村座長

私からは特にコメントはありません。今の説明でいいと思います。

田中先生は。

○田中専 門参考 人

4月 の審議 のとき のもの を反映 させた という のは、 私も同 意して やっ

ていますので、特に問題はありません。
○梅村座長

ありがとうございます。

F1、F 2の母動物 への神経症状 は認められて いなかったと いう記載を 幾つか入れて いただ
いて、あとは語 句のところ 、89ページにちょ っとした赤字 で書いてあ るのも担当の 先生か
らの 御指 摘を 受け ての こと だと 思い ます 。そ のあ たり 、特 に問 題な けれ ば、 89ペー ジの
「ｂ．」のP oirierらの試験です ね。この試 験は JECFAでもこ れを評価に 使って、た だ、握
力の低下を一つの 毒性兆候と考 えて、その下 の30 mgをと ったわけです けれども、 こちら
の調査会の生殖発 生毒性の専門 家の先生方の 一致した意見 で、これは とるべきでは ない、
こちらをとるべきだみたいな話が91ページの 19行目から書 かれているわ けです。
今、御説明いた だいたところ で、生殖発生 毒性の先生方 の統一した 御意見だとい うこと
なのですが、ここの部分に ついて JECFAの判 断とは違う判 断を本調査 会としてはす るのだ
ということなので 丁寧に書いて いただいたの ですけれども 、このあた りはいかがで しょう
か。よろしいですか。
それから、これ は体重低下と かがあるので すけれども、 このあたり は対照群が違 うので
すか。そのあたりはいかがなのですか。
○北條専門委員

脱イオン水を 動物に投与し たものを対照 群として、 それと比較し てアル
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ミニウム添加群の 中間用量群と 高用量群でこ のような毒性 所見が見ら れていると思 ってお
ります。
○梅村座長

これはクエン酸対照群みたいなものがあったのではなかったですか。

○北條専門委員

こちらについ ては、クエン 酸ナトリウム 自体の毒性 が結構強いと 思われ

まして、アルミニ ウム自体の毒 性影響を評価 する参考には ならないの ではないかと 個人的
に思っております。
○梅村座長

対照 群の選び方は これでよかっ たのでしょう か。つまり 、これはアル ミもク

エン酸アルミで入 っているわけ ですね。その クエン酸の影 響をどこま で排除できて いるの
かということあた りはどうなの でしょうか。 クエン酸のほ うと比較す ると体重の減 少とか
が出なくなってしまうのですね。
○北條専門委員

クエン酸ナト リウムでアル ミニウムが入 っていない もの自体でも 、毒性

がそれ自体で強過ぎるので、本当の対照群にはなっていない試験だと思 われました 。
○梅村座長

クエン酸の影響を引き算するということにはならないのですか。

○北條専門委員

この試験に関 しては、そう いう群は少な くとも設け られていない のでは

ないかと思われました。
○梅村座長

そう すると、クエ ン酸の影響で ある可能性は 排除できな いけれどもと いう形

ですか。
○北條専門委員

そうですね。 若干それはあ るかもしれな いですけれ ども、あとは 、クエ

ン酸がバックでの アルミニウム の用量を振っ ているので、 それ自体で は評価は可能 かなと
思われます。
○山添委員

記憶 が正しければ 、クエン酸の コントロール というのは この毒性が出 ている

評価をしたところ の用量のクエ ン酸コントロ ールはなくて 、高い用量 のクエン酸の データ
があって、必ずし もクエン酸と アルミニウム のクエン酸塩 との比較が 直接できなか ったよ
うな気がしたので す。だから、 今回のデータ は、アルミニ ウムととも にクエン酸が 作用し
た可能性はあるけ れども、アル ミニウムの作 用が出ている 可能性を否 定できないと いうよ
うな判断になるの ではないかと 思うのです。 要するに、ク エン酸のコ ントロールが マッチ
していないので、 高い用量しか ないので、低 いときには出 ないかもし れないという ことが
あるので、見られ た症状はアル ミニウムに由 来するという ことが否定 できない。そ ういう
ことでこれを採用 するというニ ュアンスかな と私は思った のですが、い かがですか、先生。
○北條専門委員
○梅村座長

そのとおりでよろしいかと思います。

そん な中で、体重 低下というの はそういう意 味でもこれ を取り上げて いて大

丈夫なのですか。 ちらっと私も データを見て いて、腎障害 のほうは高 用量でがっつ り出て
いるので、それで 100 m gのところ でも数例認め られているの で、その中の判断 として、そ
の下をNOAELだという のは全然問題 ないと思うの ですけれど も、 100 m gの中に体 重低下
を入れているあたりはどうなのですか。大丈夫ですか。
○北條専門委員

一番低用量と は統計検定を やって有意差 がついてき ていないので 、そこ
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ら辺のmiddle doseは特に評価 上問題ないの ではないか と思います。用 量相関性的な 評価は
可能かと思います。
○梅村座長

体重低下について。

○北條専門委員
○梅村座長

はい。

この あたりはいか がですか。毒 性のほうの先 生でもよろ しいのですが 、もし

データを見ていらしていたら。どうぞ。
○吉田委員

今、 北條先生及び 山添先生がお っしゃった、 今回はクエ ン酸アルミな ので、

クエン酸の影響を 否定できない というところ を評価書の中 でどこかに 書き入れてあ りまし
たか。それはいかがなのですか。
○髙橋課長補佐

クエン酸の影 響を否定でき ないと申しま すか、アル ミニウムによ る影響

ではないとは言い 切れないとい うご趣旨かと 思います。今 の案ではい ただいていな いので
すが、先生方から その点を追記 すべきという ことであれば 、再度御相 談させていた だきた
いと思います。
○梅村座長

その あたりは記述 しておいたほ うがいいと思 うのです。 どうしてこう 判断し

たのかというあた りは調査会の 判断なので、 調査会の判断 というのは 絶対に書いた ほうが
いいと思うのです 。追随してい るわけではな いので。ここ の場所がい いのかどうか 、また
ちょっとあれなの ですけれども 、今のところ だと、握力低 下をとらな かった理由を 書いた
あたりのところに 入れ込むのが いいのかもし れないですけ れども、そ のあたりで文 章をつ
くっていただいて。
○北條専門委員
○梅村座長

承知しました。検討します。

ほかによろしいですか。どうぞ。

○佐藤専門委員

88ペー ジの一番下の 行が「被験物質投 与群の地対 照群」となってい ます。

86ページだ と「群と対照群の 間で」と書いて あるので、多分 そこは記載 ミスかと思い ます。
○梅村座長

誤記というか、事務局、大丈夫ですか。オーケー。ありがとうござい ます。

ほかにここ、こ の後は生殖発 生毒性の参考 資料になって いて余り議 論する場所は ないか
と思うのですけれ ども、よろし いですか。生 殖発生毒性全 体で聞いて しまってもい いです
か。何かありましたら、どうぞ。
○宇佐見専門委員

参考資料の 書き方ですけ れども、95ページ の2行目のような「N OAEL

を判断できなかっ た」という書 き方について 、その他の試 験では評価 対象としなか ったと
かいう書き方にな っていると思 いますので 、統一したほ うがいいと 思います。
「 NOAELを
判断できなかった」というのは、評価していることになるのではないか と思います 。
○梅村座長

これは間違いですね。

○宇佐見専門委員

あと、さかの ぼると、83ページなど は特に、これは 反復投与でし たか。

24行目から 普通の評価資 料と同じよう なことを書い ているから違 和感があるの で、その辺
の参考資料の書きぶりを統一したほうがいいと思います。
○梅村座長

ありがとうございます。
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NOAELを求 めるこ とが適 切でな いとい う言い 方をし たり、評 価に用 いなか ったと 使っ
たりというあたりだと思います。その辺を統一したほうがいいというこ とですね。
はい。「N OAELを判断 できなかった 」とい うのは 、評価してい ること

○宇佐見専門委員

になるのではないかとと思います。
○髙橋課長補佐
○梅村座長

修正させていただきます。

ありがとうございます。

今は生殖発生毒 性全てについ ての質問を受 け付けており ますけれど も、ほかにご ざいま
すか。どうぞ。
○石塚専門委員

確認なのです が、先ほど反 復投与のほう では、試験 結果の信頼性 が乏し

いところは理由を 書きましょう ということに なったのです けれども、 生殖発生のほ うもこ
れから追記をする。
○梅村座長

どのあたりでしょうか。

○石塚専門委員

いずれも参考 資料なのです が、例えば、 ほとんどと 言ったら語弊 がある

のですけ れども 、詳細 が確認 できず 試験結 果の信 頼性が 乏しい という ような 書き方 が 2つ
ぐらいあった ような気が するので す。まず、 例えば 95ページ の 2行目と、 96ペ ージの 22行
目は理由が書いて あるのですが、97ペー ジの 21行目も理由が 書いてありま す。98ペ ージの
11行 目も理由 は書い てあるの で、理由 が書い ていない ところ は95ページの 2行目にな りま
す。これは、詳細が確認できなかったのが。
○梅村座長

石塚 先生の御指摘 は、毒性の反 復投与のほう は、参考資 料に入ったも のの各

試験について参考資料に落とした理由が書いてあるけれどもということ ですか。
○石塚専門委員
○梅村座長

信頼性がという、どの部分かという理由が。

具体 的な記載がな いということ ですね。反復 はちゃんと 書いてあるの でした

か。
○石塚専門委員

ほとんど書い てありまして 、95ペ ージの 2行目、3行目 の部分です が、多

分詳細がわからないからという理由かと拝察しているのですけれども。
○梅村座長

石塚 先生は、この 詳細をもっと 、何の詳細が わからなか ったかを記載 したほ

うがいいとおっしゃっているのですか。
○石塚専門委員

いえ、詳細が 確認できない ことと信頼性 は違う話な のかなと単純 に思い

ました。
○梅村座長

なるほど。よろしいですか。

○北條専門委員

ここの試験に ついては 、94ペ ージの一番下 の箱に書いて いるように 、統

計学的有意差の項 目の判別がわ からないとか 、いろいろな 細かい毒性 評価に当たっ ての本
当の詳細が不明な 論文でしたの で、そのこと を理由にして 試験結果の 信頼性が乏し いので
はないかと思い、参考データにしたらと思っております。
○梅村座長

石塚先生はそれに少し加えたほうがいいとおっしゃっているのですか 。

○石塚専門委員

実際の評価書で四角囲みのところはなくなると思いますので。
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○梅村座長

少し短目でも、ちょっと。

○北條専門委員
○梅村座長

では、具体的に記載をさせていただきます。

短目でお願いします。

生殖発生毒性の ところを今、コ メントいた だいています けれども、よ ろしいでしょ うか。
ほかにありますか。
それでは、引き 続いて、以前 審議した項目 について修正 点を審議し ていきたいと 思いま
す。まず、補足資料が提出された遺伝毒性について事務局から説明して ください。
○治田係長

遺伝 毒性は、評 価書案では 46ペー ジからなので すけれども 、最初のほ うは各

知見を表でまとめ たものがござ いまして、そ ちらに関しま しては特に 以前の御審議 からの
変更がござ いませ ん。御 覧いただ きたい のは 53ペー ジの 2行目 からで ござい ます。要 請者
から提出されまし た補足資料に 基づいて、遺 伝毒性のメカ ニズムにつ いて記載をい ただい
ております。まず 、53ペ ージ、 3行目から のHanas & Gunn、こちらの 記載がタン パク質
の構造の変化についての記載でございます。
次に、 54ペ ージの 2行目か らMoum enら ですけ れども 、こち らは酸化 ストレ スに関 する
記載。
さらに 、54ページ の8行目か らYousefですけ れども、 これも 同様に 酸化スト レスに つい
ての記載でございます。
担当の 先生方 から御 意見い ただい ており まして 、特に 3つ目の ものに つきま しては 記載
を削除することで よいのではな いかという御 意見をいただ いておりま すので、それ でよい
ということでしたら、次回の資料では削除したいと考えております。
続きまして、55ページか ら2行目、Banasikとございま すけれども、これは従来か ら記載
のあったものです が、メカニズ ムに関する記 載を改めて追 加していた だいたという ことで
して、8行 目にございま すとおり、
「活性 酸素の発生 を誘導又はリ ソソームから のDN A分解
酵素を遊離」といったメカニズムに関する記載でございます。
55ペー ジの 16行目以 降、今度 はL ankoffらです けれども 、これも 同様に以 前から記 載の
あった文献で すが、 21行目以 降、「アル ミニウム がDN Aのピリミ ジン及び プリン塩基 の酸
化型の形成を誘導した」といったメカニズムについての記載をいただい ております 。
ページをおめく りいただきま して、56ペー ジの最初の四 角囲みで、今、申し上げ ました
「DN Aの… 」という 部分につきま して、もっ とほかの書き 方のほうが よいのではな いかと
いう御意見をいた だいておりま す。さらに、 本日御欠席の 中江先生か らもこの部分 に関し
て御意見い ただいて おりまし て、「 DN Aの ピリミジ ン及び プリン塩 基の酸化 型という のは
too wordyで、酸化 型よりは酸 化性のほう がいいという ことで、酸 化性 DN A損傷と しては
どうか」という御意見をいただいております。
その下、4行目からはEFSAの記載、こ れは以前か らいただいて いたものです 。
56ページ、13行目から まとめの記載 でございまし て、こちらも一度 御審議いただ いてお
りまして、その後 、文言の修正 及び一部文章 の追加等をい ただいてお りますので、 御審議
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いただければと思います。
事務局からは以上です。よろしくお願いいたします。
○梅村座長

ありがとうございます。

前回の審議の中 で厚労省に新 たな文献の要 求をして、そ れが届いて 、改めて山田 先生、
戸塚先生に見てい ただいたとい うことなので すが、山田先 生、すみま せん。少し詳 しく説
明していただけますか。
○山田専門委員

今の事務局の 方の説明に追 加することは ないのです が、メカニズ ムを説

明 で き る よ う な 論 文ご と に 中 身 を書 い て い た とい う こ と で 、 53ペ ー ジ の 3行 目 に 1報 、
Hanasらの論 文の内 容があ って、 54ページ の 2行目 のMoum enら の論文 の内容 で、そ の次
の8行目 に書いてある ものは、戸塚先生と 私は要らない と考えてい て、55ページ の2行目に
別の1報 があって、16行目に さらに 1報ありま す。それぞれ その論文に記 載されている 内容、
メカニズムに関係する説明を記載させていただいたということです。
56ペー ジに戸塚先 生がこの 長いのを 短く、酸化 型DN A損傷に しましょう というこ とで、
私も賛成させてい ただいたので すけれども、 中江先生はさ らに、酸化 型より酸化性 のほう
がいいと言われて いて、遺伝 毒性の担当は 私と戸塚さん なのですが 、中江先生 はDN Aの酸
化損傷の大家でい らっしゃるの で、そちらの ほうがいいと 言われたら そうなのかも しれな
いのですけれども、酸化性 DN A損傷と いう言葉にな じみが、我々は ないものです から、酸
化型DNA損傷でいこうかなと考えます。
以上です。
○梅村座長

ありがとうございます。

戸塚先生、何か追加のコメントはございますか。
○戸塚専門委員

今、大体御説 明していただ いたとおりな のですけれ ども、少し細 かく補

足させていただき ますと、例え ば53ペ ージに記載さ せていただき ましたHanas & Gunnの
メカニズムに関し ましては、 [ α -

3 2P ]標識の データだった り、本当に細 かい実験の 結果が

記載されています ので、こうい ったことは書 かなくても、 ここの四角 囲みの中に提 案させ
ていただきました ような、アル ミニウムとタ ンパク質が直 接相互作用 をすることに よって
DN Aとのイ ンタラクショ ンを妨げる ので機能不全 が起こります よといったよ うな、そうい
う簡単な言い方にしたほうがいいのではないですかという提案をさせて いただきま した。
あと、Yousefの 文献に関しま しては、確か に毒性につい て試験され たものなので すけれ
ども、直接遺伝毒性 を説明するよ うなもので はなく、さらに ここで述べ られている結 果は、
その前後の論文で も述べられて いることです ので、あえて ここに掲載 しなくてもい いかな
と考えました。あとは細かい文言の修正をさせていただいたというぐら いです。
○梅村座長

わかりました。

ここに実際に書 かれている文 章ではなくて 、その四角囲 みのほうを 遺伝毒性の専 門の先
生方は推奨 されて いると いうこと ですが 、それ らも含め て。あ と、 54ペー ジの 8行目 に関
する文献 は削除 がいい のでは ないか という 、今、 とりあ えずこ の 2点に ついて 、もし 御意
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見があればいただきたいのですけれども、よろしいですか。
今、戸塚先生に御 説明いただい たように、53ページの Hanasらの論文 の内容につい ては、
次のページの四角 囲みの中の「 例えば」の後 のかぎ括弧の 文章に書き かえたほうが いいと
いう御意見ですね。よろ しいですか。そのあ たりを少し、 54ページの 一番上の四角 囲みの
「例えば 」の後 のかぎ 括弧に なって いる 4行 の文章 ですけ れども 、この ように したら どう
かと提案いただいているのですが、よろしいですか。
引き続き、Moumenらはこのまま でいいという ことでしたか 。
○戸塚専門委員
○梅村座長

はい。

それから、Yousefは削除という ことです。

ここまでは厚労 省に求めて新 しく来た文献 の内容で、そ れ以降は、 これまでも出 ていた
のですが、その中 からメカニズ ムに関しての 記述がある部 分を抜き出 していただい たとい
うことです。このあたりはよろしいでしょうか。
よろし けれ ば、ず っと行 って、 酸化 型DN A損傷 か。 私は酸 化的 DN A損傷と 言って いた
けれども、それは違うの。
○山田専門委員
○山添委員

そうですね……。酸化的。酸化型……。

ちょ っと待って。 そこのところ で質問なので すけれども 、これは酸化 型の塩

基ができるということですか。通常の塩基の酸化型。
○戸塚専門 委員

こ れは直接 、com etと かでF pgとか EndoIIIで処 理をする と、com etの値

が高くなるというところなので、酸化型の。
○山田専門委員

Fpgは酸化型の塩基でしょう。

○戸塚専門委員

そういうことです。

○山添委員

だか ら、酸化型塩 基ができてい るのでしょう 。酸化の位 置が曖昧だか ら質問

が来ているのではないですか。
○梅村座長

酸化的DNA損傷とずっと呼んでいたので、そのこ ととは違うと いうこと。

○山田専門委員

いや、同じです。DN Aと 言っていま すけれども、具 体的に酸化さ れるの

はDNAの中でも塩基のところ。ほかが酸化される わけではない です。
○梅村座長

今ま で酸化的 DN A損傷 とずっと呼ん でいたような 気がするので す。私 は大家

ではないですけれども。
○山添委員

それ はOxidative DN A dam ageから訳した言 葉でしょう 。だから、英 語は合

っていると思うのですけれども。
○山田専門委員

日本語に何を当てるか。

○山添委員

そう。日本語に何を当てるかだと思うのです。

○梅村座長

では、酸化的DNA損傷でしょう。

○山添委員

日本語はね。

○山田専門委員
○山添委員

塩基が酸化型の塩基になっているということで酸化型DN A損傷。

そういう意味なのですよ。
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○梅村座長

そういう意味なのでしょう。だから、違うのですね。

○山田専門委員

同じだと思う のですけれど も、酸化型と いうほうが 、より物質を 示して

いるような印象がある。塩基が酸化型になっているという意味なのです 。
○梅村座長

それ も損傷という のですか。損 傷がついてい るから、え っと思ってし まうの

です。
○山田専門委員

そうですね。 損傷というか らですね。酸 素がついて 塩基が修飾さ れただ

けですからね。
○梅村座 長

だから 、酸化 型DN A損 傷と言 われた ら、 えっ、 酸化的 DN A損傷 でしょ うと

言いたくなるので すけれども 、DN Aの酸化型に なっているの だというので あれば、そうな
のかなと思うのです。
○山田専門委員
○山添委員

そうしたら、 酸化型 DN Aができ ているという ことですね。 違いま す か 。

要は ベースの塩基 が酸化されて いるのでしょ う。だから 、一番ケミカ ルには

酸化型塩基が生成しているのです。
○梅村座長

そうすると、損傷はない。損傷をつけるから面倒くさくなる。

○山添委員

そういうことです。

○山田専門委員
○梅村座長

非常に違和感がある。

○山田専門委員
○山添委員

そんなに強い違和感があるのですか。

調整してください。

○山田専門委員
○梅村座長

損傷をつけるから違和感があるということですね。

はい。そこは相談させていただきます。

すみません。

それでは、56ペ ージの 13行目から遺 伝毒性のまと めをつくって いただいたの ですが、こ
この部分について 、ここは今説 明いただきま したか、山田 先生。ちょ っと簡単にお 願いし
ます。
○山田専門委員

まとめについ て私は説明し ませんでした けれども、 事務局はまと めまで

説明されたのでしたか。
○梅村座長

はい。なので、ちょっとお願いします。

○山田専門委員

ここまでに「 ②」で説明し たことをもう ちょっとコ ンパクトに書 いたも

のです。
○梅村座長

ポイントとか。

どうぞ。
○髙橋課長補佐

一度まとめの 文章を前にい ただいている のですが、 少し日本語を 修正し

ております。さ らに、
「閾 値が設定でき る」とい う文言につい て、前例 などを確認し て入れ
させていただいております。
○山田専門委員

前回はやって いないので、 前々回から特 にポイント として変わっ たもの

はなくて、ただ文言の修正を加えたものです。
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○梅村座長

57ページの 15行目「染色体異常 が誘発される がそれは間 接的な遺伝毒 性メカ

ニズムによるものと考えられる」等々という書きぶりはどうですか。
○山田専門委員

ここで前々回 に問題になっ たのは、「直 接的な遺伝毒 性」の「直接 的な」

とは何ですか、余 り見たことが ない表現だな ということに なって、確 かにそうです ねとい
うことで「直接的 な」という文 言を削除させ ていただいた 。ただ、削 除したのに絡 めて少
し前半の文章をいじったもののはずです。
○梅村座長

わかりました。

戸塚先生もいかがでしょうか。
○戸塚専門委員

はい。今、山 田先生がおっ しゃったよう に、直接的 な遺伝毒性で はない

みたいなことで、 前回そこが問 題になってい たと思います ので、それ を直接的遺伝 毒性メ
カニズムというふ うに変えさせ ていただいて 、まとめのと ころでは、 間接的な遺伝 毒性メ
カニズムを起こすのでというふうにさせていただきました。
○梅村座長

わかりました。

この点、このまとめの文章について何か御質問ございますか。
山添先生、何かございますか。
○山添委員

いえ 。きっとみん なわからない だろうなと思 って、ごめ んなさい。要 は、何

が直 接的 で、 何が 直接 的 でな いか とい うと 、い わ ゆる 化学 物質 等の 物質 に よる 直接 的な
DN A損傷で はなくて 、酸素の活性 化を介して 、活性酸素に よるダメー ジが起きてい るから
直接的ではないと 言っていると いうことです ね。だから、 そこのとこ ろが、変異原 をやっ
ている人は直接的 に遺伝毒性メ カニズムと言 えばそうだと いうのがわ かるのですけ れども、
ほかの分野の人がわかればそれでいいと思います。
○梅村座長

ここ は酸化的なも の、活性酸素 とかそういう ものが関与 してというよ うな文

はあえて抜かして あるあたりは 何か意味が。 今、山添先生 がおっしゃ ったような説 明にし
ないで、直接的と か間接的とい う言葉に完全 に置きかえて しまってい ますね。別に それで
いいのですけれど も、何か意味 があったのか なと。少し詳 しく、今、 山添先生がお っしゃ
ったように。
○山添委員

もう 一つの言い方 をすれば 、アルミニ ウムと DN Aの直接 的な反応によ るもの

ではなくというニュアンスですね。そう書けば、よりわかりやすいかも しれないで す。
○梅村座長

それ はわかりやす いかもしれな いですね。そ うしたら、 そのあたり、 もうち

ょっといいですか。いや、もうこれでいいというのであればいいですが 。
○山田専門委員
○梅村座長

もう少し検討させていただきます。

どうぞ。

○戸塚専門委員

それを追記す ることは可能 なのですけれ ども、その 前の遺伝毒性 メカニ

ズムという項目を 新たに今回設 けていると思 うのです。そ のメカニズ ムの中に、ア ルミニ
ウムの遺伝毒性が いろいろ起こ っているメカ ニズムを一々 文献や参考 資料を入れて 、そこ
で説明しておいて 、最終的にそ のメカニズム を踏まえてま とめという 形にまとめて いて、
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このまとめの中に も、上述の遺 伝毒性メカニ ズムの云々と いう文言が 入っているの で、そ
れで私はカバーで きるのかと思 っていたので すが、書いた ほうが詳し いという御意 見であ
れば、今、山添先生がお っしゃった ような、アルミ ニウムが直接 DN Aに結合してと かいう
ような文言を入れ て、直接的な というのでは ないというふ うに書くこ ともできると 思いま
す。
○梅村座長

多分 、直接的と間 接的のところ がわかりにく いのかなと 。そこに閾値 がとい

う話になってくる わけなので、 そのあたりを もうちょっと だけ易しく といいますか 、今、
戸塚先生がおっし ゃったように 少し重複して しまうのかも しれないの ですが、最小 限にと
どめていただいて、少し加えていただけると。
どうぞ。
○髙橋課長補佐

例えば 57ページの 10行目の「直接的」の 前に修飾して いただくな ど、御

相談させていただきたいと思います。
○梅村座長

そのぐらいのつもりでいます。すみません。よろしくお願いします。

どうぞ。
○宇佐見専門委員

私から見る と、57ページの 12行目 の「本調査 会としては 」の後の「添

加物」から、その下の 16行目の「考 えられること から」までは、上の ものをそのま ま重複
しているだけで、余計わ かりにくくし ているのかな という気がし ます。12行 目からの「本
調査会としては」 のところは残 したほうがい いのですかね 。上で記載 したことを短 い言葉
で書き直している ために、そこ でまた直接的 に何とかとい う話になっ てしまうので はない
かと思うのですけれども、違うのですか。
○髙橋課長補佐

確かにこの部 分を見ますと 、宇佐見先生 の御指摘の 点もあるかと は思う

のですが、食品健 康影響評価を 最後にまとめ ていただくと きに、遺伝 毒性について はこの
あたりを中心に記 載していただ くということ も考えますと 、この 12～ 17行目のとこ ろの数
行で、まとめのま とめというよ うな形にして いただけると 大変ありが たいところで ござい
ます。
○梅村座長

これ までもまとめ のところは、 まとめで最後 にもう一回 まとめみたい な、ま

とめのまとめみた いになっては いたのですね 。その最後の まとめのま とめが、最後 の評価
のほうにそのまま 来るというよ うな流れにな っているので 、そこも含 めてもう少し だけ直
していただいて、 少し足しても らって、もし 読みにくいと ころがあれ ばもう少しだ け。重
複は仕方ないとい うことで、こ れまでもその ようにしてき ましたので 。よろしいで しょう
か。
遺伝毒性のまと めのところ、 遺伝毒性全体 についてでも よろしいの ですが、ここ までで
何かありますか。よろしいですか。
それでは、次に、体内動態について、事務局から説明してください。
○治田係長

体内 動態でござい ますけれども 、16ページから でございます が、以前 の御審

議を踏まえまして 、追記や修 正を複数の 箇所にいただ いてございま す。26ページの 一番下
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の「⑨」のDayらで すけれども、こち らは以前「 JECFA（ 2007）で引用（P riest（2004））」
と書いてござ いました が、前々回 の御審議 を踏まえ まして、 Dayらの記述 として記載 して
おります。
次の28ペ ージの「⑩」でございます 。29ペ ージの四角囲 みの一番下 のところで松 井先生
から御意見いただ いているので すけれども、 書き方につい てのものと 思いますので 、特に
問題ないようでしたら、次回までに先生の御意見を反映させたものを用 意いたしま す。
35ページ を御覧いただ ければと思い ます。22行目か ら「㉔ 」で、こ れは前々回の 御審議
を踏まえまして、P riest（2004）の記述につ いて、36ペー ジにかけて 記載したもの でござ
います。こちらに ついて松井先 生から御意見 いただいてお りまして、こ のPriest（ 2004）
ですとか、 あとは 37ペー ジの松井 先生の御 意見の中 に出て きます Taylorら （1998）、 これ
は29ページ の「⑪」の試験ですけれど も、これらについて 記載をもう 少し足したほ うがよ
いのではないかと いうことかと 承りましたの で、その点に ついて御議 論いただけれ ばと思
います。
その下、 37ペ ージの 「（４） 参考資料 」のと ころです けれども 、 38ページ の「①」 の知
見につきまして 、松井先 生から御意見 いただきまし て、
「吸 収率の値に ほかの報告と 乖離が
ある」と記載され ていたのです が、全ての値 に乖離がある わけではな いのではない かとい
うことで、「値の一部」というふうに修正をしてございます。
39ペ ージの 「②

吸収（ ウサギ）」の知 見は、 前回の 御審議 を踏まえ まして 、新た に追

加したものでございます。
40ページ の「④

分布（ラ ット）」も、Yokel（ 2002）を取り 寄せまして 、新たに そちら

の原著を確認して修正したものでございます。
最後、43ページの 10行目 からが体内動 態のまとめで ございます 。18行目以降 、JECFA、
EF SAの 考え方が追 記されてお り、また 、43ペ ージの 34行目か ら先ほど のPriest（ 2004）
を追記したことに伴いまして、まとめにも修正の記載を入れてございま す。
また、44ペー ジの 2行目以降も 以前の御審 議を踏まえま して記載を追 記してござい ます。
このまとめの記載についても御議論いただければと思います。
事務局からは以上です。よろしくお願いいたします。
○梅村座長

ありがとうございます。

体内動 態、 16ペー ジから なので すけれど も、前 半は余 り審議 する場 所はな いのです が、
21ページの赤字で入っている10行目の文言は 何でしたか。
○治田係長

以前 の御審議で、 このようなこ とも記載して はどうかと いうことで記 載した

ものです。
○梅村座長

初に出てきた文章ですか。

○治田係長

そうです。

○梅村座長

ここ のあたり、伊 藤先生、いか がでしょうか 。これでよ ろしければい いので

すが。
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○伊藤専門委員

一応全て修正 していただい たところは確 認しており ますので、原 著に当

たって確認はできております。
○梅村座長

書きぶりもこれでよろしいですか。

○伊藤専門委員
○梅村座長

石井先生、いかがでしょうか。

○石井専門委員
○梅村座長

よろしいかと思います。

結構だと思います。

ここ は松井先生か ら御指摘いた だいたところ でしたか。 下の四角囲み は松井

先生の名前が書いてある。松井先生、ここ。
○松井専門委員
○梅村座長

この書きぶりで結構です。

ありがとうございます。

その後はずっと行って、26ページのDayらの報告で すけれども、 ここは。
○治田係長

ここ は以前の御審 議で、当初「JECFA（ 2007）で引用（P riest（ 2004））」と

記載されていたの ですけれども 、Priest（ 2004）にはここ に当たるよ うな記載がな いとい
うことだった のですが 、よく確認 して、 Dayの記載では ないかと いうこと で修正をい ただ
いたものです。
○梅村座長

わかりました。

松井先生から御指摘を受けたのですか。
○松井専門委員

Priest（ 2004）は総説 だったですね 。その内容 が次の「 ⑩

吸収（ ヒト）」

のPriest（ 1988）らに書 かれてい るものと 、ここで新 たに示さ れた Dayら の報告から 成る
総説だったので、 この総説の参 照はやめて、 それぞれ個々 の論文を引 用したほうが よろし
い。特に Dayの 場合はその 後でまた 同じ文章 が出てきて いました ので、提 案させてい ただ
きました。
○梅村座長

ありがとうございます。

伊藤先生、よろしいでしょうか。
○伊藤専門委員
○梅村座長

石井先生も特に問題ない。

○石井専門委員
○梅村座長

大丈夫だと思います。

私もそれで結構だと思います。

ありがとうございました。

その後は細かい ところがある だけで、35ペ ージの 22行目、体内動態 レビューに関 してで
すが、ここは伊藤先生にお聞きすればよいのですか。
○伊藤専門委員

今、お話があ りましたP riest（ 2004）と いうのが総 説で、そこに いろい

ろ情報がある中で、36ペー ジの図 1というキ ネティックモ デルを引用し ていただきま して、
その解析をした結 果がその中に 数字が書かれ ているのです 。ヒト 1例な のですけれど も、5
行目から書いてあ りますが、標 識したクエン 酸アルミニウ ムを静脈内 投与して、体 全体の
放射能と排泄され たものだけか らこれだけ細 かい解析をし ているよう で、この各組 織の値
がどこまで信頼で きるかという ところはちょ っと疑問に思 うところも あって、中に もその
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ような記載もちょ っとありまし て、ただ、骨 にかなり蓄積 をして、半 減期も非常に 長いと
いうところはこの 図に描かれて いますので、 そのことを主 張するとい いますか、そ のため
にこの図があってもいいのかもしれないとは思うのです。
尿中排泄 のこと が 8～ 10行目 に書いて あるの ですけ れども、 尿中の 排泄だ けから体 内へ
の蓄積をきちんと 評価できてい ないみたいな ことも書かれ ていました ので、少し注 意が必
要かとは思いました。まとまりがなくてすみません。
○梅村座長

石井先生もそのあたりはどうなのですか。

○石井専門委員

これを見てい ただくとわか るのですけれ ども、体内 におけるアル ミニウ

ムの分布 とか、T 1/2 とか、 そうい ったもの に非常 に大き な差が ありま して、特 に皮質 骨に
行きますと、そこ に入っていっ たアルミニウ ムが非常に体 内から出て いきにくいと いうこ
とがあります。単 純に血液とか 軟部組織あた りの動きだけ を見てアル ミニウムの体 内動態
を判断するのは間 違う可能性が あるというこ とも含めて、 こういった 図を一応参考 として
出させていただくのはよろしいかと思っております。
○梅村座長

ちょ っと怪しい部 分がありつつ も、出してし まって大丈 夫でしょうか 。引用

しているものが書いてあるので、大丈夫ですか。
○石井専門委員
○梅村座長

一応、引用しておりますので、大丈夫だと思うのですが。

松井先生、何か追加でありますか。

○松井専 門委員

2点あ ります 。後の ほうの コメン トなの ですけ れども 、この モデル を使

って時間積分を多 分していると 思うのです 。それで 50年間と いう積分をす ると、こ こに書
いてありますよう に、血液に入る 1日当た りの量の 417倍蓄積する のだという、まず この点
が重要かと思います。
ここでcom partm entによって動 きが違って いまして、皮質骨 のものは 50年間以降 もどん
どん増え続ける 。ほかの画 分では、こ こにも書い てありますけ れども、平衡状態に達 する。
このような組織に よって動態が 違うのだとい うことも入れ たほうが、 より正確なの ではな
いか。特に、この 平衡状態に達 するというの が重要です。 ある程度ま でいくと、ば く露量
が変わらなかった らそれ以上は 増えないが、 その基になる のは、この 図ではなくて 、慢性
的蓄積モードでこ の図のデータ を用いた計算 を行うとその ようになる というような 記述を
入れておく必要があると考えて、コメントさせていただきました。それ が第 1点です。
第2点 は、強制経 口投与はだめ かどうかと いうことから この議論が始 まったと思い ます。
確かにこの最後の 部分で、とに かく平衡状態 に達するのだ からいいの かなと思った のです
けれども 、細胞 外液の 半減期 が 1時間 弱なの です。 これは 、血管 に投与 したデ ータで すけ
れど も、 入っ たも のが 速 やか に代 謝さ れて しま う。 こ のセ ンタ ーcom partm entから の各
com partm entへの移 行というのは 、濃度掛け る速度定数に なるわけです から、初め の血液
の画分の濃度上昇 低下が余りに も急激だと実 際に使えない 。ですから 、強制経口投 与はよ
ろしくないという お話だった と思うので すが、ここに 書いてあり ますように Taylorの試験
がございまして 、これが 引用されてい るのですけれ ども、、これはヒト を使ってクエ ン酸ア
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ルミニウ ムを単 回投与 した試 験です が、単 回投与 でも血 中の濃 度は 5時 間後く らいま で高
い濃度を維持し続けるというデータです。
この試験で気に なるのは、こ れは血中濃度 で、血漿中濃 度ではない ので、当然血 球中も
入ってくるわけで すけれども、実 際は投与し てから血漿中 濃度は早く上 がりますけれ ども、
血球中濃度は 1. 5日ぐら いで上がって くる。また 、アルミニ ウム濃度も 血漿中濃度の ほうが
ずっと大きいので 、この Taylorの 実験でのア ルミニウムの 動きは血漿中 濃度と考えて いい。
ですから、単回投 与でも血漿中 濃度はある程 度高いレベル を一定期間 維持し続ける ので、
強制経口投与でも外挿できるということをここに述べております。
○梅村座長

胃内 からの吸収の スピードが血 液に直接入れ るのとは違 うからという ことで

すか。
○松井専門委員

そうですね。 強制経口投与 の場合はかな りゆっくり 吸収されてい ると考

えていいと思います。
○梅村座長

先生 がおっしゃっ ているのは、 そのあたりを どこかに書 き込んだほう がいい

ということですね。
○松井専門委員

そう思います 。この議論を 始めるときの きっかけが 強制経口投与 はだめ

というところだっ たので、この 上の部分をコ メントしまし た。後でよ く読んでみる と下の
部分がありました ので、あえて 書かなくても いいかと思い ます。微妙 で私にはちょ っと判
断できないので、御審議いただきたいと思います。
○梅村座長

伊藤先生、いかがでしょうか。

○伊藤専門委員

今おっしゃっ たTaylorの論文は、 29ページの「⑪」 の論文なので すけれ

ども、ここは吸収 というところ に書いてあり ますので、ア ルミニウム と比べてクエ ン酸の
ほうが最高濃度到 達時間が早か ったというこ とで、クエン 酸アルミニ ウムとして吸 収され
ているの ではな いと判 断した 論文で 、その 論文に 濃度推 移とし て少し 、 3人だ けなの です
けれども、測定し た結果があり ますので、吸 収だけではな くて消失と いいますか、 血中濃
度推移についてもこの論文を引用して書いておくことがいいかもしれな いと思いま した。
○梅村座長

それ は、今、この レビューの中 に入れ込むの ではなくて 、それとは別 にもう

一回この論文を引っ張って、どこで書くとおっしゃいましたか。
○伊藤専門委員

同じ論文をい ろいろなとこ ろに書くとい うのは、私 はちょっとわ かりに

くくなるので、本 当は論文ごと にまとめるほ うがいいとは 思っている のですけれど も、構
成については、すみません、今すぐには思い浮かばないです。
○梅村座長

石井先生、何か御意見ございますか。

○石井専門委員

今、伊藤先生が おっしゃっ たように、そう いったデー タがあります ので、

具体的にどこにそ ういった内容 を入れ込むか ということに ついては、 ちょっと考え させて
いただいてよろしいでしょうか。
○梅村座長

入れること自体は特に異論はございませんか。

○石井専門委員

そうですね。入れること自体はよろしいかと思います。
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○梅村座長

もう 一つ、最初に松井先 生から提案の あった 37ページの 四角囲みの一 番下の

部分ですね。この扱いについてはいかがですか。
松井先生、これは このレビュー の中にこれ を書き込んだ ほうがいいと いう御意見で すね。
○松井専門 委員

こ れは 36ページ の 5～ 10行目に 書いてあ る文章を 修文した ものです 。で

すから、まずこの モデルでは直 接的にはわか らない。この モデルを積 分してわかる のだと
いうことを書いて おかないと、 このモデルの 説明にはなら ないと思い まして、この ような
文案をつくらせていただきました。
○梅村座長

そう すると、レビューと 書いた中での 前のページ の23行 目から次のペ ージの

10行目まで ずらずらと日 本語が書いて ありますけれ ども、これはあく までもこの図 の説明
をしているのだということですか。
○伊藤専門委員

この図につ いては 5行目か らですね。約 というのは 、これは多分 500 Bq

以上かと思うので すけれども、 クエン酸アル ミニウムを静 脈内投与し た結果からこ のモデ
ルができたという ことで、余り 詳細が書いて いなくて、先 ほども言っ たのですが、 各組織
をはかったわけで はないようで すので、そこ からどこまで 言うべきな のかというの は、確
かに総説の中にこの文章はあるのですが。
○梅村座長

この 図は載せるほ うがいいので すよね。とい うか、こん な図が載ると 、素人

的に見ると教科書レベルな感じがして。
○伊藤専 門委員

これは 多分言 いたい ことは 、ここに 書いて あるT 1/2 が全て言 いたく て、

先ほど松 井先生 もおっ しゃっ た皮質 骨で 1万 日とか 、その 数字を 見せる ための 図だと 思っ
ているのです。
○梅村座 長

それ を記述 ではな くて絵 にした ほうがわ かりや すいで すか。 という か、T 1/2

もみんな ヒト 1例 にと書 いてあ る中で の数字 ですね 。そこ をぱっ と図で 見ると インパ クト
が結構あるので、どうなのでしょうか。私は門外漢なのでわからないで すけれども 。
○伊藤専門委員

確かに、この 速度定数でし ょうか。この 箱と箱を結 んでいる数字 までを

全て載せるために は表とかでは やりにくいの で、図でない ととは思う のですけれど も、そ
のあたりの信頼性 がなかなかこ の総説の記述 だけから余り 判断がつか ないといいま すか、
どこまでこの数字 に意味がある かと思ってし まうのもあり まして、迷 っているとこ ろなの
です。
○梅村座長

皮質 骨で非常に半 減期が長いの だみたいな情 報としては すごく重要な ことが

多分入っ ている のでし ょうけ れども 、数値 として こうや ってヒ ト 1例に おける 数値を 出す
ことがいいのかど うかというと ころもありま すね。そのあ たりはもう 一度御検討い ただい
てよろしいでしょうか。
○松井専門委員
○梅村座長

そうですね。そうさせてください。

松井 先生の四角囲 みの下の文章 をどこに入れ 込むか、あ るいは入れな いかは

わからないですが 、入れ込むの であればみた いなあたりも 、松井先生 も加わってい ただい
て、ここの部分は少し検討してください。
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最後になります けれども、43ペー ジ、体内 動態のまとめ というのを つくっていた だいた
のですが、ここは伊藤先生、御説明いただけますか。
○伊藤専門委員

これもたしか 前回も既にあ りまして、少 し書き加え ていただいた ぐらい

だったかと思うのですが、特に34行目からのところ が今の図に当 たるところで す。
○梅村座長

18行目からの赤くなっているところは。

○伊藤専門委員
○梅村座長

これは初めてでしたか。

事務局、何か。

○髙橋課長補佐

補足させていただきます。

18行目か らの記載は 、JECFAや EF SAが投 与経路による 違いを示唆 しているとの 点でご
ざいます。 一方で 、調査 会として は、 44ペー ジの 6行 目になり ますが 、投与 経路や摂 取源
による差の影響 は小さいと まとめてい ただいており ますので、 JECFAや EF SAの考 えと御
判断が異なるとこ ろがあります 。したがって 、そこの前置 きとして書 かせていただ いてお
ります。
○梅村座長

石井先生、何かありますか。

○石井専門 委員

私は、 ちょっと コメン トさせ ていただ いたの は、 44ペー ジの 3行目 のと

ころなのですけれ ども、先ほど 見ていただい た皮質骨にお ける半減期 が非常に長い という
ことがありました ので、半減期 が長いという ことからも蓄 積する可能 性があります ので、
それについ て一言 触れさ せていた だいた という ことが 44ペー ジの 2行 目以降 に書かれ てい
ることです。
以上でございます。
○梅村座長

ありがとうございます。

松井先生。
○松井専門 委員

先 ほどPriestのところ で御審議 いただき ましたけ れども、 その結果 次第

なのですが、それ をやはりここ に反映するも のだったら記 載したほう がよろしいと いうこ
とです。
○梅村座長

45ページの四角囲みのところですか。

○松井専門委員
○梅村座長

上の部分です。

わかりました。

そのあたりはど うでしょうか 。ほかの先生 方でも、何か このまとめ のところで御 意見が
あれば。今のとこ ろ、まだどこ を修正すると いう具体的な 話にはなっ ていないので すけれ
ども、この ままでよ ければも ちろんい いのです が、Priestのところ の文章が 、先ほど の図
のままでいくのか、あるいは記述する形にするかという部分もあります し。どうぞ 。
○山添委員

36ページの 図のところな のですが、何かイン パクトが強 過ぎるという 御意見

もあったのですけ れども、わか りやすいのは わかりやすい のですね。 だから、記述 として
は、例えば「アル ミニウム保持 のバイオキネ ティックモデ ル」と書い てあると、も うエス
タブリッシュされ たモデルかと 思ってしまう ので、
「 バイオ キネティッ クモデルによ る試算
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例」というような 文章を入れて いただければ 、あくまでも 試算だとい うことがニュ アンス
でわかればいいの ではないかと 思いますし、 松井先生がお っしゃって いただいたよ うに、
この蓄積のモード でやるとどう いうことが数 値的には出ま すよという のは、まとめ のとこ
ろにでも入れていただけると非常にありがたいと思います。
○梅村座長

ありがとうございます。

ほかにこのあたりでコメントございますか。
一応この図はこ のままで、少 しタイトルを 変えようとい うことと、 あと、松井先 生に御
提案いただいた、 この図表から 出てくる、そ れから計算し た結果とい うのはまとめ のとこ
ろで記載したほうがいいという御意見をいただきました。
ほかにございますか。どうぞ。
○石塚専門 委員

非常に細 かいと ころなの ですが 、40ページの 12行 目のYokelらの文 献な

のですけれども、JECFAで はたしか 2005と書いてある ので、脚注に一 言残したほう がいい
かと思いました。
○梅村座長

2002年が本当なのですけれども 。

○石塚専 門委員

2002年 になって いるの ですけ れども 、JECFAの引 用自体 は2005と 確か

に書いてあって、しかも文献が載っていないという状況なので、一応脚 注のほうに 。
○梅村座長

文献が、どれがどれだかわからないということですか。

○髙橋課長 補佐

これはYokel（ 2002）のみ を参照し て御審 議いただ いたと しても評 価書

としては問題ない かと思いまし て、JECFAの 引用というこ とは削除さ せていただき ました。
○梅村座長

後ろのJECFAの引用は 消えてしまう 。

○髙橋課長補佐

引用を残したほうがいいということでしょうか。

○石塚専門委員

いえ、JECFAの引 用としても消 すのであれば 全然問題ない です。

○梅村座長

問題ないです。

○髙橋課長補佐
○梅村座長

では、今の案のとおり削除させていただきます。

わかりました。

ほかにございま すか。まとめ のところも含 めて、体内動 態全般でも 構わないので すが、
少しスピードを上 げて、細かい 点の確認をし ないで進んで きています けれども、よ ろしい
ですか。何かお気づきの点があれば。どうぞ。
○伊藤専門委員

今の 40ページのとこ ろなのですけ れども、33行 目に「ラットとヒ トにお

ける取込み機序の 差異について の知見が不十 分であり」、事 務局からの 問い合わせの ところ
でまだ回答ができ ていなかった のですけれど も、これは脳 内への移行 の話だったか と思い
ますので、訳しに くい英語かと は思いますけ れども、そこ は削除して いただいて、 ラット
からヒトへの外挿が難しいということだけでもいいかと思ったのです。
○梅村座長

よろしいですか。それで特に問題ありませんか。

○山添委員

脳内移行ではない。

○伊藤専門委員

41ペー ジにも書いて あるのですけ れども、半減期と かの測定方法 がラッ
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トとヒトで 違った りという ことと、 Allom etric Scalingにつ いて、ま だ確定 していな いと
いうか、知見が十 分ではないと いうことで、 結果的には外 挿が難しい ということで 、その
部分だけでもいいかなと思ったのです。
○山添委員

了解しました。

○梅村座長

よろしいようでしたら、そのようにさせていただきます。

ほかにございますか。よろしいでしょうか。
時間にもなっておりますので、その他、ございませんでしょうか。
それでは、今回 、硫酸アルミ ニウムアンモ ニウム及び硫 酸アルミニ ウムカリウム につい
ての調査審議をこれまでにしたいと思います。
硫酸アルミニウ ムアンモニウ ム及び硫酸ア ルミニウムカ リウムにつ いて、本日の 審議で
修正、追加が あった点も 含めて、次回以降 、引き続き 、調査 審議するこ とといたしま すが、
よろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

ありがとうございます。

事務局から、今後の進め方について説明してください。
○治田係長

必要 な資料の整理 ができ次第、改めて審議を お願いしたい と考えており ます。

○梅村座長

よろしくお願いします。

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、お願いし ます。どう ぞ。
○石井専門委員

大変細かいこ とで恐縮なの ですけれども 、例えば投 与量とかそう いった

ものの記述の有効 数字がかなり ばらばらで、1桁ぐらい もあれば 5桁ま で記述してい るもの
もあったりします ので、その辺 は統一してい ただいたほう がよろしい のかなという 気がい
たします。
○梅村座長

文献に従っているのではないですか。

○髙橋課長補佐

現在、それぞ れの文献に従 って記載して おりますが 、全体へ影響 があり

ますので、どうしたらよいものでしょうか。
○石井専門委 員

幾ら 何でも、 例えば 109ペー ジの 256. 72 m g/kg 体 重/日と いうよう な数

値は全く非現実的 といいますか、ちょっとい かがないもの かという気が いたします。当然、
もとの文献の記述 に従っている と思いますが 、その辺は考 えていただ いたらよろし いのか
なという気がいたしました。
○梅村座長

今後 の検討。一応 、文献の記述 は文献どおり に記述して いるので、見 た目は

すごく不自然な部 分はあります ね。そのあた り、ちょっと 問題提起し ていただいた という
ことで、今後の整理とさせていただければと思います。よろしいでしょ うか。
○石井専門委員
○梅村座長

そうですね。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

ほかにございますか。どうぞ。
○塚本専門委員

塩化アルミニ ウムなのです けれども、63ページの下 のほうの四角 囲みに
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濃度のことについ て、水和物が どれだけつい ているかは関 係ないみた いな記載をし ている
のですけれども、 ちょっと調べ ると、塩化ア ルミニウムは 水和物と無 水和物で全然 違うも
ののようなので、 もとが水和物 を使ったのか 、使っていな いのかとい う記載が、水 和物と
書いてあるものも あるのですけ れども、書い ていないもの もあって、 アルミニウム の濃度
ということでは水 がどれだけか は関係ないか もしれません けれども、 使ったものと いうこ
とに関しては違うもののようなので、その辺は区別したいかと思います 。
○梅村座長

わかりました。ありがとうございます。

この反復投与の ところについ て、わかる情 報を入れ込ん でくれると いうことです か。よ
ろしくお願いいたします。
○髙橋課長 補佐

今 の点です が、 63ページ の 3行目に 「硫酸ア ルミニウ ムカリウ ム 12水和

物」と記載した上 で、換算値に ついては、水 和物の分は除 いた分子量 換算でよいと いうこ
とでございましょうか。又は、3行目の記載はそのままでいい ということで しょうか。
○塚本専門委員

硫酸アルミニ ウムカリウム がどうかはわ からないの ですけれども 、塩化

アルミニウムに関 しては、水和 物と無水和物 で全然違うも ののような ので、そちら を確認
したほうがいいかと思います。
○髙橋課長補佐

各アルミニウ ム化合物それ ぞれに水和物 や無水和物 が存在してお りまし

て、さらに、水和 物もいろいろ な種類がある 場合もありま すので、わ かるものは原 著に従
って記載すること も考えていた のですが、ア ルミニウムへ の換算に関 しまして、塚 本先生
から御意見をいた だいて、この ようにしてお ります。今の ところ、例 えばこの試験 で申し
ますと3行目には、「水和 物」であるとい う情報は記載 していないの ですけれども、 必要で
あれば物質名のほ うには「水和 物」と記載し ます。一方、 換算はこの ままでいいと いうこ
とでよければその ようにさせて いただきます 。さらに、塩 化アルミニ ウムの場合に 限って
水和物かどうかを記載すべきということでしょうか。
○梅村座長

やは りそれも先ほ どの石井先生 の話ではない ですけれど も、投与のと ころの

場所は、文献に記 載のある化学 物質の名前を そのまま記載 したほうが いいのではな いです
か。それをアルミ 換算するとき には、それは もちろん今お っしゃって いたことでい いと思
うのです。まさか 塩化アルミニ ウムだけの話 ではないです よね。ほか のはわからな いけれ
ども、少なくとも そこに違いが あるのだから 、全体もその ように記載 を正確にした ほうが
いいとい うこと ではな いので すか。 水和物 の部分 まで。 少なく とも 1つ は違う ものが あっ
たわけなので、ま さかそこだけ 変えるわけに もいかないと いうか、わ からないわけ ですか
らね。違うか違わないかわからないけれども、少なくとも1つ は違っていた わけですね 。
○髙橋課長補佐

この点につき ましては、ア ルミニウムと しての換算 値が変わって きます

ので、分子量にど の数値を使う かが非常に重 要であると思 っておりま して、事前に 御相談
させていただいて おります。物 質の名称とし ては、水和物 であること が確認できれ ば記載
できますが、文献に よってはどう いった形態 の物質を使っ たかわからな いものもあり ます。
ただ、わからない ものをそのま まの記載にし ますと、一見 、水和物で ないように見 えてし
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まうという点もございます。
○梅村座長

不明とかとしてしまえばいい。

○髙橋課長補佐

不明なのか、本当に水和物ではないのか、わからない場合もあり ます。

次に、投与量を アルミニウム として換算す る場合に、原 著に水和物 と書いてあっ たとし
ても、水和物の分 を除いた分子 量を使えばよ いのか、水和 物まで含め た分子量を使 うのか
についても論点で ございまして 、今はこのよ うな記載にし ております が、本来どう してい
くかというのは全 ての試験に関 係することと 存じますで。 したがって 、物質名とし ては水
和物であっても、 換算値は水和 物の分子量を 外した形で換 算するとい うことでよろ しけれ
ば、そのようにし たいと思いま す。この点に つきまして、 御意見がご ざいましたら 、いた
だきたいと思います。
○梅村座長

何か お知恵のある 方、いかがで しょうか。通 常、塚本先 生が最初に想 像して

いたように、違わないだろうなと、毒性が違うという意味ですね。
○塚本専門委員
○梅村座 長

はい。

な ので、 思って いたの だと思 うので すけれ ども、 1つの例 として は違う もの

があるという中で 、どのような 記載でいくか ということな のですけれ ども、何か御 意見ご
ざいますか。どうぞ。
○佐藤専門委員

例えば 63ページの川 崎らはミョウ バンというも のを使ってい て、川崎ら

の文献を見ると、 ミョウバンに 化学式があっ て、そこに水 が入ってい る。そうする と、そ
の3%を水を 含む分子量 で割ってアル ミニウムを掛 けないと 、当然含量 が違ってきま すねと
いうこと。
○梅村座長

髙橋さん、それはそれでいいのですね。

○髙橋課長補佐

佐藤先生の御 指摘のとおり、川崎らにつ いては、文献で 24 H2 Oと されて

おりますので、アルミニウム と対比すれ ば12水 和物というこ とになります が、換算 する際
には12水和 物の分子量を 外した形で換 算すべきとの ことですので、今 の案は先生方 からの
ご指示によりそのようにしております。
○梅村座長

換算というのは。

○髙橋課長補佐

3, 000 mgとい う数値につ いて、硫酸アル ミニウムカ リウムとして の量か、

硫酸アルミニウム カリウム 12水和物と しての量かど ちらの量とし て扱うか、との点 につき
まして、 今の案 では、 313m gに 換算す る際に 水和物 を除い た分子 量で換 算して おりま す。
具体的には、下 の脚注 25にあり ますが、分 子量を 258.21として、 3000に 258. 21分の 26. 98
を掛けた ら313に なりま すので 、そのよ うに換 算して います。 その際 に、水 和物の水 の分
の分子量は入れていません。
○梅村座長

でも 、餌をつく るときには 、その 12水和物の 重さをはか って餌にまぜ ている

のですね。
○髙橋課長補佐

その点は、塚本先生からお願いできればと存じます。

○塚本専門委員

論文中に final concentrationという形で 書いてあれば 、水和物を 使って
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いても水を除いて 計算して、通 常はそうだと 思いますけれ ども、それ でアルミニウ ム量で
濃度を出 してい ると思 うので すが、 塩化ア ルミニ ウムの 場合に 6水和物 と無水 和物で は全
然化学構造が違う ので、塩化ア ルミニウムに 関しては分け て考えない といけないか なとい
う意味です。
○山添委員

塚本 先生、多分、 小計が違うの だと思うので すけれども 、実際には飲 水とか

で投与しますね。 あるいは消化 管に入ってし まったときに 、アルミニ ウムとしての イオン
化をしていれば基 本的にイオン として、アル ミニウムの酸 化の陽イオ ンとして扱え るので
あれば余り区別す る必要はない という考えも あるのですけ れども、そ の辺はどうな のです
か。
○塚本専門委員
○梅村座長

ちょっと口で説明できないので、後でまたこれを一緒にお願いし ます。

では 、ちょっとペ ンディング。 よろしいです か。いまい ち私がわかっ ていな

いみたいなのだけ れども、今こ こで結論を出 せなさそうな ので、とり あえずは次回 もこの
スタイルでいくこ とにして、一 度事前に話が もしできれば 、解決でき るのであれば それで
もいいのですけれども、そんなことでいいですか。
○山添委員

多分 、そんな複雑 な問題ではな くて、塚本先 生に見せて いただいて、 その辺

のところから判断できると思うので、それは事前にできると思います。
○梅村座長

では 、事前にお話 ししていただ いて、どんな 方針で行く のが正しいの かとい

うあたりをサジェ スチョンいた だければと思 いますので、 それに沿っ て次回以降は 、この
ままかもしれない ですし、その あたりは事前 の相談でまと めていけれ ばと思います 。よろ
しいでしょうか。
ほかにございま すか。よろし いでしょうか 。特になけれ ば、本日の 添加物専門調 査会の
全ての議事を終了いたします。
事務局から次回の予定等について何かありますか。
○髙橋課長補佐

次回の第 163回「添加物 専門調査会 」は 8月 31日木曜日 14時から開 催させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。
○梅村座 長

それ では、 以上を もちまし て、第 162回 「添加物 専門調 査会」 を閉会い たし

ます。どうもありがとうございました。
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