食 品 安 全 委 員 会 添 加 物 専 門 調 査 会
第 163 回 会 合 議 事 録
１．日時

平成29年8月31日（木）

14:00～16: 41

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、
久保田専門委員、佐藤専門委員、祖父江専門委員、塚本専門委員、 頭金専門委 員、
戸塚専門委員、西専門委員、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）
佐藤委員長、山添委員、吉田委員、村田委員
（事務局）
川島事務局長、小平事務局次長、吉田評価第一課長、吉岡評価第二 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1-1

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の
食品健康影響評価に係る補足資料（2017年 6月 27日提出 依頼分）

資料1-2

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の
食品健康影響評価に係る補足資料の提出依頼（2017年 6月 27日付）

資料2

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
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回添加物専門調査会資料）

６．議事内容
○梅村座 長

それ では、 定刻と なりまし たので 、第 163回「添 加物専 門調査 会」を開 催い

たします。先生方 には御多忙の ところ御出席 いただきまし て、まこと にありがとう ござい
ます。
本日は、15名の専門委員に御出席をいただいてお 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、髙須専門 委員、髙橋専 門委員、中江 専門委員、北 條専門委員 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163回添加物 専門調 査会議 事次第」 を配布 してお りますの で、
ごらん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

資料の確認の 前に、事務局 で人事異動が ございまし たので報告さ せてい

ただきます。7月10日付で、事務局次長の 東條の後任と して、小平が 着任しており ます。
○小平事務局次長
○髙橋課長 補佐

よろしくお願いします。
7月11日付で 、評価第 一課長 の関野 の後任と して、 吉田が 着任して おり

ます。
○吉田評価第一課長
○髙橋課長 補佐

どうぞよろしくお願いします。

7月10日付で 、評価第 二課長 の鋤柄 の後任と して、 吉岡が 着任して おり

ます。
○吉岡評価第二課長
○後藤評価専門官

よろしくお願いいたします。
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1-1「食品健康影響評価に係る補足 資料の提出に ついて」。
資料1-2「食品健康影響評価に係る補足 資料の提出依 頼について」。
資料2「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）」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。
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
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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。
また、前回の専 門調査会後、 新たに提出さ れた補足資料 につきまし て、佐藤専門 委員が
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 について、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
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。また 、新た
に提出された補足 資料の佐藤専 門委員の件に つきましては 、添加物一 般の摂取量推 定値の
報告であること、ま た、本品目の 特定企業から の依頼で作成 されたもの ではないこと から、
通常どおり審議に御参加いただくのが適当と考えられますが、いかがで しょうか。
（「異議なし」と声あり）
○後藤評価専門官

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。評価 書（案）に ついて事務局 から説
明してください。
○治田係長

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 Final Report及び Appendixにつきまし ては、
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厚生労働省より非 公開の要請の あった情報で ありまして、 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、ま た、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。
では、 資料 2と 右肩に 書かれ ており ます 評価書 （案） の 6ペー ジをご 覧くだ さい。 「 I．
評価対象品目の概 要」でござい ます。こちら につきまして は、以前の 調査会で既に 御審議
いただいておりま す。そのとき に先生方から いただいた御 意見を踏ま えまして、修 正が加
わってございます 。修正箇所は 赤字で記載さ れております 。その他、 表現の統一、 誤字の
訂正等がございま す。これらに つきましては 、先生方に御 確認いただ いておりまし て、さ
らに修正が必要といった御意見はいただいておりません。
続きまし て、 16ペー ジから 「 1．体内 動態」 でござ います。 こちら につき ましても 、こ
れまでに数回御審 議をいただい ておりまして 、それらの御 審議を踏ま えて修正した 文章案
となってございま す。例えば 20ページで「③ 吸収（ヒト）」の「T aylorら」につ いて、前
回の御審議を踏まえて記載を追記していただいております。
29ペー ジの「㉔体 内動態レビ ュー」の「 Priest」 につきまし ても、前回 の御審議を 踏ま
えまして記載の追記、修正をいただいてございます。
この知見につい てですけれど も、30ページ より「事務局より」との 四角囲みがご ざいま
す。32ページで松 井先生より 何点か御意見 をいただいて おりまして、その うち「②」とな
っておりますが、 この点につき まして、松井 先生の御提案 どおり、こ の箇所に記載 を追記
すべきかどうかということにつきまして御検討をお願いいたします。
体内動態につき ましては、37ペー ジにまとめ の記載がござ います。こちらも前回 までの
御審議を踏まえた修正でございます。
39ページ から が「 2． 毒性 」で、 40ページ からが 「（ 1）遺伝 毒性 」でご ざいま す。 40
ページから表が並 んでおります けれども、こ ちらにつきま しては前回 までと同様で ござい
ます。47ページから遺 伝毒性のメカ ニズムにつ いての記載が ございますけ れども、以前の
調査会での御審議 を踏まえた修 正でございま す。こちらに ついても先 生方に御確認 をいた
だいております。
次に 51ペー ジから「 （ 2）急 性毒性」 でござ います 。こちら につき まして は、特に 先生
方から御意見をい ただいており ませんけれど も、この後の 反復投与毒 性のほうで「 事務局
より」の四角囲み として記載し ているのです が、今の評価 書（案）で 記載されてい る着色
料についての知見 について記載 したままでよ いかに関して 御議論をい ただければと 思いま
す。
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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。

では、最初に 戻りまして 、品目の概 要のところ です。アル ミニウムの 表記ですけれ ども、
これは以前に議論 があったとこ ろですが、今 のこの書き方 で問題はな いでしょうか 。よろ
しいですか。
それでは、次に 9ページの 表2です。ここは用途を 書き加えたと なっていま すが、この表
2について何か御意見はございますか。よろしいですか。
次に14ページの17行目から少 し文言が入っ ています。こ のあたりはよ ろしいですか 。
次に 15ページ の「 9．評 価要請 の経 緯、 使用基 準の 改正 の概要 」の ところ です 。 5～ 11
行目までのところ ですけれども 、これは森田 先生から御指 示いただい たのかなと思 うので
すが、どう でしょ う。森 田先生、 このあ たりは よろしい ですか 。今は 15ペ ージの 5行 目の
ところです。
○森田専門委員
○梅村座長

これで結構です。

あり がとうござい ます。ここま でで何かまと めて御質問 等はございま すでし

ょうか。今、「II．安全性に係 る知見の概 要」の手前の 16ページの 7行 目まで来まし たけれ
ども、途中で何かお気づきの点があれば、よろしいですか。
次に「 II．安全性に係 る知見の概 要」に入りま すけれども、18ペー ジの「（ 3）そ の他の
アルミニウム塩」 は記載の順序 が石井先生に 御指示いただ いたと聞い ていますが、 これで
よろしいですか。
○石井専門委員
○梅村座長

結構です。

ありがとうございます。

20ページ の「③吸収（ヒト）」のとこ ろです。松井先生 から御指摘 をいただいて 修正が
入っていますが、これでよろしいですか。
○松井専門委員
○梅村座長

結構です。

石井 先生、次のア ルミニウム濃 度の半減期の あたりはど うですか。よ ろしい

ですか。
○石井専門委員
○梅村座長

伊藤先生もこれでよろしいですか。

○伊藤専門委員
○梅村座長

これで結構です。

結構です。

ありがとうございます。

次に行き ますと、 25ペ ージのバ イオアベ イラビリ ティの試 験があ ります。 25ペ ージの 9
行目の「⑬」の Sunagaらの 試験です。こ れは実際、用量 がもっと上 もあって、ただ 、そこ
で死亡動 物が出 たとい うこと なので 、死亡 動物の 出ない 下の 2つ の用量 を表に もまと めて
あります。実際の 試験は別のつ まり、もっと 高い用量も入 っているの で、そこをそ のまま
言わないままにというのも問題かということで、脚注に書かせていただ いています 。
実はここにそれ らの群は死亡 例が出ている からというこ となのです けれども、こ こで多
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数の死亡例と今こ こには書いて あるのですが、実は これは次の 26ページ の「⑭」のやはり
Sunagaらの 試験で、実はこ こにも脚注と して使ってい て、ここでも上 の用量で動物 が実は
死んでいるので、 死亡例のない 下の用量を使 ってバイオア ベイラビリ ティを調べた という
ことで、表にもそ のような記載 になっている のですが、実 はこちらは 多数死んでい ないと
いうことなのです 。それで、こ の脚注の書き 方をどうした らいいのか というところ もある
のですが、何か御 専門の先生で 御意見はあり ますか。例え ば「多数」 はもう削って もいい
というのであれば 、そうい たしますし 、そのあた りは何か御意 見はございま せんか。通常、
やはり死亡するようなところでは調べないのが普通なのですか。
○石井専門委員

そうだと思い ます。
「多数」をとったらよ ろしいので はないでしょ うか。

ただ、前の文献では「多数」なのですよね。そこがどうするかなのです 。
○梅村座長

その あたりはどう しましょうね 。「多数」を 外しますか 。伊藤先生は 何か御

意見はありますか。
○伊藤専門委員
○梅村座長

たしか「多数」と言っても4匹以内の話なのでしたよね。

最初 のほうは 4匹中 3例が 死んでいるの ですかね。次が 4匹中 1例で す。この死

亡例を外してバイ オアベイラビ リティを調べ ること自体は 、決して不 自然な話では ないの
ですよね。そのあ たりはどうで すか。以前の 議論で多数が 死んでいる から外したの だった
らいいけれども、 ということに なったのかも しれないので すが、それ で「多数」と いう言
葉が入ったのかも しれないので すが、実際に次の試 験では 4匹中 1匹が 死んでいる群 も抜い
て調べているということなのです。
○髙橋課長補 佐

以前 に、 2, 000 mg/kg体重の投 与群を記 載するか どうかに ついて御 審議

いただき、脚注に 書くことにな りました。「 多数」を入れ るかどうか は、記載ぶり の問題
ですので、過去の 経緯も含めて 担当の先生方 と御相談して 、どちらか 決めていただ くとい
うのでもよろしいでしょうか。
○梅村座長

わかりました。本質的な問題ではないので、よろしいですかね。

そうしますと、最後 に29ペ ージです。「㉔体内 動態レビュー」が 入っています。 松井先
生からいろいろ御 意見をいただ いて、修正を 加えた文章で はあると思 うのですが、 松井先
生、このあたりはいかがですか。
○松井専門委員
○梅村座長

問題はないと思います。

ほか に体内動態の 専門の先生方 、お気づきの 点があれば 、よろしいで しょう

か。次のペ ージに行 きまして 、32ページ。 30ペ ージの図 1の図があ って、こ こで使わ れて
いる数字が評価の ほうにも出て くるのですけ れども、数字 は本文には 出てきていな いとい
うことですよね、松井先生。
○松井専門委員

そのとおりで す。まとめの 文章に出てく る文章は各 論文の知見の ところ

に表とか図だけで はなくて、実 際に文章とし て残しておい たほうが、 読むほうとし てはわ
かりやすいと思って、そういうようなコメントをさせていただいていま す。
○梅村座長

そう すると、これ は具体的にそ の前のほうに 戻ってとい うことですか 。松井
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先生、この図1の内容についての記載はずっと手前の具体的に どこに。
○松井専門委員

32ペー ジにそのコメ ントが書かれ ております。「②」です。「吸 収され

たアルミニウムの 大部分は比較 的速やかに尿 中に排泄され るものの、 ごく微量が骨 などの
組織に分布 し、それ らの組織 では半減 期が長い 」、その 後にPriestの論文の 具体的な 数値
等が出ておりますが、これが「まとめ」に記載されています。
ところが 、このP riestの論文 の説明は 、体内動 態のレビ ューのと ころには 記述がな いで
す。「ま とめ」 にはある のだけ れども 、 29ページ のレビ ューの ところ に記述 がないの で、
その記述を加えた ほうがいい。 「まとめ」で 使う文章は原 則的に各知 見のところで 、図を
見ればわかるよ、 ではなくて、 文章として残 しておいたほ うがいいと いうのが私の 考えで
す。
○梅村座 長

そ うする と、こ の図 1に 書いて ある全 ての数 字がど こかの 本文に 出ると いう

意味なのか。それとも使っている数字だけということですか。
○松井専門委員

その「まとめ 」で使われて いる文章や数 字は各知見 のところでそ れ自体

をちゃんと示して おいたほうが いい。図を見 てデータがわ かるでしょ う、では、や はり不
親切な気がします。
○梅村座長

事務局、どうぞ。

○髙橋課長補佐

もし追記させ ていただくと したら、例えば 29ページ の19行 目と 20行目の

間などに 、図 1の モデル では、 として 、松井 先生が 四角の 中に示 された まとめ の内容 を記
載させていただく ということか と思います。 担当の先生方 がよろしけ れば、追記さ せてい
ただきたいと思います。
○梅村座長

先生 の御意見は体 内動態レビュ ーの中に埋め 込んでもい いということ ですか。

○松井専門委員

繰り返します が、まとめで 使われている 文章は各知 見のところで 示して

おくべきであると思います。
○梅村座長

各知見と言うと、もっと後ろということですよね。

○松井専門委員
○梅村座長

わかりました。石井先生、このあたりはどうですか。よろしいですか 。

○石井専門委員
○梅村座長

結構です。

伊藤先生もよろしいですか。

○伊藤専門委員
○梅村座長

Priest（2004）の知見、動 態レビューの ところです 。

はい。

では 、事務局、こ の体内動態レ ビューの今、 髙橋さんが 提案をした場 所あた

りに具体的な数字を入れるということ。
○髙橋課長補佐
○梅村座長

数値とまとめの文章を追記するということでよろしいでしょうか 。

そう です。よろし いでしょうか 。ここまでは いいですか 。何かありま すか。

大丈夫ですか。
次は参考資料に 入ります。31ペー ジ、体内 動態と生物学 的利用率と いう用語です けれど
も、石井先生、これはこれでよ ろしいでしょ うか。31ペー ジの四角囲 みの真ん中あ たりで
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「バイオキネティクスとバイオアベイラビリティ」のところです。
○石井専門委員

こういう言葉 が本文中にい きなり出てき ましたので 、違和感を覚 えまし

た。私は「体内動 態と生物学的 利用率」とそ のまま日本語 に直したも のを提案させ ていた
だいたのですけれ ども、生物学的 利用率は体 内動態に含ま れるだろうと いうことです ので、
体内動態だけでまとめてよろしいのかなと思いました。
○梅村座長

ありがとうございます。

ここまではよろしいですか。次に34ページで松井 先生から平均±のも のですね。
○松井専門委員

非常に細かい ことで申しわ けございませ んけれども 、このように データ

のばらつきを表す ときは、平均±標準偏差の場 合と、SEM、標準誤差の ときがあるの です。
せっかくばらつき を表すのでし たら、そのば らつきが何か というのを 全て明記して おいた
ほうがよろしいのではないかと思って提案をさせていただいています。
○梅村座長

事務 局としては、 それに該当す る場所は今ま ででもう通 り過ぎてきて しまっ

たのですけれども、入れてありますが、あれでよろしいですか。
○松井専門委員
○梅村座長

はい。

よろ しいでしょう か。次は 36ページの 13行目 は不十分と いうところが 削除を

されているのです 。これは審議 で要らないと いうことにな ったと思う ので、これは 前回の
審議をその まま反 映した というこ とで、 最後で すけれど も、 37ペー ジの「 （ 5）体内 動態
のまとめ」です。 これまでの議 論を踏まえて の修正にはな っているの ですが、一応 まとめ
のところなので確認をしたいです。石井先生、よろしいでしょうか。
○石井専門委員
○梅村座長

伊藤先生はどうですか。

○伊藤専門委員
○梅村座長

結構です。

はい。

ほか に御意見はあ りますか。「（5）体内動態の まとめ」、37ペー ジの 5行目

から最後のところ ですけれども 、これまでの 議論を反映し た形で一部 書きかわって いると
は思いますが、何か御意見はございますか。大丈夫でしょうか。ありが とうござい ます。
それでは、引き続き「2．毒性」に移ります。
「（ 1） 遺伝毒 性」の ところ は最後 のまと めのと ころも 今まで の審議 を反映 させた 形に
はしているのですけれども、山田先生はいかがですか。
○山田専門委員
○梅村座長

戸塚先生はいかがですか。

○戸塚専門委員
○梅村座長

特にございません。

ほかにこの「③遺伝毒性のまとめ」のところで何か御意見はございま すか。

○松井専門委員
○梅村座長

これで結構だと思います。

先生、済みません、何ページまでですか。

50ページの「③遺伝毒性のまとめ」のところです。

○松井専門 委員

わかり ました。 では、 1つ意見が ありま す。具 体的に言 います と、 48ペ

ージの11行 目です。ここで前回 御指摘があり まして、グルタチオ ンレダクタ ーゼ、オキシ
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ダーゼで、還元酵 素、酸化酵素 のどちらかに 統一するとい うような議 論があったか と思い
ます。そこでグル タチオンペル オキシダーゼ をグルタチオ ン過酸化酵 素という名称 で日本
語に訳されていま すけれども、 確かに論文で はたまにこう いう言葉は 出ているので すが、
これは誤訳だと思 います。ペル オキシダーゼ というのは過 酸化物消去 酵素ですよね 。です
から、これはあえ てグルタチオ ン過酸化酵素 と訳さないほ うがいいと 思います。こ れはた
しか後でコメント をしていると 思うのですが 、そうする とSODなどは とんでもない 訳にな
りますので、全て が機械的に日 本語に訳すの ではなくて、 やはり最も よく使われて いる、
ないしはわかりや すい用語を使 う、評価書は ほかの方が読 んでわかり やすいような 言葉を
使っていただけたらありがたいと思います。
○梅村 座長

と りあ えず 48ページ の 11行 目の グル タチ オン ペルオ キシ ダー ゼは グル タチ

オンペルオキシダ ーゼがいいと いうことです よね。その上 のキサンチ ン酸化酵素は これで
よろしいですか。
○松井専門委員
○梅村座長

片仮名のままにしておかないほうがいいですか。

○松井専門委員
○梅村座長

これは大丈夫だと思います。

私は普通、キサンチンオキシダーゼを使います。

そんなイメージなのですけれども。

○松井専門委員

酵素の名前と かをある程度 基準、例えば 岩波の生化 学辞典に準拠 すると

か、そういうよう な方針をお決 めになると、 こういうよう な議論をし なくて済むの で御検
討をいただきたいと思います。
○梅村座長

表記 の問題なので 一度またその あたりは常識 の線で書き 、普通使われ ている

言葉はそのまま使 うというよう な形で、一度 書いていただ いて、また 先生方に見て いただ
くことになると思 うので、その ときにお気づ きのところが あったら、 あえてこの調 査会で
議論をする話でも ないかもしれ ないので、基 本的に何か方 針が決まっ ていたほうが 絶対に
いいとは思うのですけれども、何かありますか。
○髙橋課長補佐

表記の問題で すので、松井 先生からいた だいた御指 摘を踏まえて 、専門

の先生方と御相談をしたいと思います。
○梅村座長

ありがとうございます。そのあたりはよろしいですか。

「③遺伝毒性の まとめ」のと ころまで来て いますけれど も、ほかに ございますか 。「③
遺伝毒性のまとめ 」の内容はこ れで担当の先 生はよろしい と言ってい ただいており ますけ
れども、よろしいですか。
それで は、次 に「（ 2）急性 毒性」 に入り ます。 急性毒 性で一 つ問題 なのは 、この 参考
資料のところでケ イ酸アルミニ ウムカリウム を含む着色料 に関するデ ータが載せら れてい
るのです。参考資 料ということ ではあるので すけれども、 これがこの 後の反復投与 のほう
にも同じような記 載になってい くのですが、 載せておくの であれば、 もちろんそれ はそれ
で構わないですけ れども、どう したものかな というところ です。何か 御意見はござ います
か。きょうは余り毒性の先生の出席率がよくないのですけれども、石塚 先生。
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○石塚専門委員
○梅村座長

あくまで参考資料として掲載するのは構わないと思います。

塚本 先生もそれで いいですか。 着色料に使わ れているケ イ酸アルミニ ウムカ

リウムのデータが、例え ば今で言うと 52ペー ジの表 27とかに出て いるのですけ れども、参
考資料であるからいいのではないかというのが、今、石塚先生からいた だいた意見 です。
○塚本専門委員
○梅村座長

いいと思います

わか りました。で は、とりあえ ずこのまま着 色料のとこ ろも記載をし ていく

ということになります。
この先は事務局に返すのですね。
○治田係長

それ では、以降の 議事進行につ きましては、 頭金座長代 理によろしく お願い

いたします。
○頭金専門委員

それでは、評 価書（案）の 反復投与毒性 試験の部分 について、事 務局か

ら説明をしてください。
○治田係長

それでは、53ページから「（3）反復投与 毒性」でござ います。

54ページ の最初の川崎 らのラット 13週間経 口投与試験に つきまして 、アルミニウ ムとし
ての換算をどのよ うにするかに ついて、担当 の先生方と御 相談をいた しまして、被 験物質
が水和物か無水和 物かがよくわ からないため アルミニウム としての換算 を行わず、そ の旨、
脚注をつけて補足する案をいただいております。
また、松井先生 から御指摘を いただきまし て、この原著 から読み取 れる体重や摂 餌量の
数値が、今は赤線で消 えていますけ れども、JECF Aの換算 値で前提と している数字 と違う
のでは、というこ とで、それも 担当の先生と 御相談をしま して、新た に換算をし直 してお
ります。
56ページ ですけれども、担当 の先生方から の御意見を受 けまして、「専門調査会 として
は」の判断の記載のところに修正が入っております。
次の曺らの試験 ですけれども 、58ペ ージの 23行目から「 本専門調査会 としては」のとこ
ろですけれども、毒性所見としなかった理由を本文に追記してございま す。
以降ですけれど も、先ほどと 同様の専門調 査会としての 判断の記述 の修正が数カ 所で入
ってございます。また、 63ページの Onedaらの試験 ですけれども、こ ちらもアルミ ニウム
としての換算を、川崎らと同様に脚注を付しまして削除をしてございま す。
65ページ のSchroeder & Mitchenerの試験 です。これも 担当の先生 方と御相談を しまし
て、反復投与毒性試験の参考に移動してございます。
68ページも同じ著者らの同様の試験がございまし て、やはり移 動してござい ます。
反復投与毒性につきまして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

ありがとうございます。

それでは、以前 から問題にな って修正が入 っていたとこ ろを中心に 御議論をお願 いした
いと思いま す。まず 54ペ ージの「 ②」の「 a．」の川 崎らのラ ット 13週間経 口投与試 験で
す。これにつきま しては、アル ミニウムとし ての換算が無 水物か、あ るいは水和物 かがわ
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からないというこ とでしたそこ で、これは削 除するという ことでしたの で、表 28-1の用量
設定の「アルミニウムと しての換算」が削除 されています。そ の旨を脚注 20のとこ ろで記
載しています。
松井先生から体 重と摂取量の データでの換 算について御 意見があり ましたので、 事務局
で計算して表 28-1に2,700 mg/kg体重/日とい う形で記載し ています。 事務局から換 算した
方法を詳しく説明していただけますか。
○治田係長

では、原 著がタブレッ トの 71番になるので すけれども、「川崎」とフ ァイル

名にあるものでご ざいます。4ペー ジにF ig. 1とF ig. 2とい うのがござい まして、それ ぞれ
雄と雌の体重と摂 餌量のグラフ です。これまでは JECF Aで 用いられて いる換算値に 倣い、
54ページの 赤線で消され ている脚注部 分に記載され ているラット（若 ）の最終体 重0.1 kg
及び摂餌量 10 gを用いていま した。しか し、このF ig. 1及び Fig. 2を見 ると数値が大 分違
うのではないかと いう御指摘を 受けました。具体 的には、摂餌量に つきましては、こ のグ
ラフから読み取り まして、雄で 20 g、雌 で13 gくらいででは ないかと考え られます。ま た、
体重につきまして は、開始 時点での体重 が雄でグラフ から 120 gぐらい、雌で 100 gぐ らい
と考えられます。 13週目 の体重は後ろ のほうのT able 7に 書いてござい まして、中江 先生
のコメントのとこ ろに書いてあ るのですけれ ども、これら の数値の平均 が雄で 324.9 g、
雌で193. 8 gだ ということで 、その開始時 の体重 120 gと終了 時324. 9 gの平均値をと りま
すと、雄で 222.5 g、雌でも 同様に平均を とりますと 146. 9 gという 値になります 。JECF A
の値ではなく、これらの値を用いて新たに摂餌量を換算したということ でございま す。
○頭金専門委員

ありがとうございます。

松井先生、今の換算方法でよろしいでしょうか。
○松井専門委員

今回の場合は 摂餌量がグラ フになってい るので、グ ラフの値を読 み取っ

て出したというこ とですから、 よろしいかと 思います。私 が実はコメ ントをさせて いただ
いたのは、54ページの下 のJECF Aの表です。これからも、摂餌量が出 ていない知見 という
のはかなりありま すので、この 表を使わざる を得ないと思 います。今 回初めの事務 局の御
提案ですと、ラッ トの 0. 1 kg、100 gのときの 摂餌量で計算 なさっていた のです。実 際にこ
の体重は、私が書い ていますよう に、雄が 300 gで雌が 200 gです。です から、100 gのデー
タを使うと例えば 摂餌量が、体 重当たりが 100 g/kg/日にな ります。 400 gになると 、これ
が半分になるので す。というこ とは、ばく露 量がここでは 大きな誤差 が出てしまう という
ような問題があります。
ですから、今回 はデータが実 際にあるので よろしいので すけれども 、今後こうい うよう
なデータの場合は どのように体 重当たりの摂 餌量を決めて いくのかと いうことをあ る程度
は考えておいたほ うがいいので はないかと私 は思いまして 、コメント をさせていた だいて
います。
繰り返しますが 、今回のこの 知見に関して は摂餌量が何 とかグラフ から読み取れ るので
問題ないですが、 そういう場合 でない場合が たくさんあり ますので、 その方針を一 応決め
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ておいたほうがい い。今回は雌 が200 gです。それを 例えば 100 gで外挿す るのか、 400 g
で外挿するのか。 これで数値が 全然違ってく るわけです。 例えば体重 換算で比例計 算をす
るとか、ある程度 そういうこと を考えていか ないといけな い。この数 字というのは 最終的
にかなり大きな摂 取量の差にな ります。今回 この知見に関 しては問題 ないですけれ ども、
今後そういうことが起こり得るので検討していただきたいというのが私 のコメント です。
○頭金専門委員

事務局、これまでもこういう例はどういうふうに考えていたので すか。

○髙橋課長補佐

これまで、摂 餌量や摂取量 について原著 に明確な数 字がない場合 もござ

いまして、その 際は、誤 差があるのは 承知の上で 、EHCの表 を使って換 算しておりま した。
ラットの場合は若 ラットと老ラ ットで換算値 が違うのです が、仕方が ないという部 分もあ
り、これでやって まいりました 。今回は、原 著に一部の数 値がありま すので、先生 方から
そこを御指摘いた だきましたが 、特殊な例と 受けとめてお ります。し たがって、今 後も、
原著に 明確 な数 字が ない 場合 は EHCの換 算表 を使 わざ るを 得ない のか なと 考え てお りま
す。
○頭金専門委員

これまではデ ータがとれな い場合は、恐 らく表に従 って体重ある いは摂

餌量の換算を行っ たというのが 実態と思いま す。塚本先生、何かコメン トはございま すか。
○塚本専門委員

この表は雄雌 も書いていな いですし、マ ウスは若い とか老齢とか も書い

ていないですけれ ども、実際問 題はやはりか なり違ってく ると思うの ですが、デー タとし
て得られないときはこれを使っていくしか、しようがないのかなと思い ます。
○頭金専門委員

この川崎らの データに関し ましてはグラ フから読み 取れるという ような

事情があるの で、事務 局のほう から説明 があった ような換 算方法を 用いて 2, 700 m g/kg体
重/日という数字を算出しています。これで妥当ということでよろしい ですか。
○塚本専門委員

計算の過程は 把握していな いのですけれ ども、中江 先生の示され たデー

タでリーズナブルかなと判断しています。
○頭金専門委員

ここの換算に ついて、何か そのほかに御 意見があり ましたらお願 いした

いのですけれども、よろしいでしょうか。
○松井専門委員

結構ですけれ ども、この表 では 100 gと 400 gしかな いのです。そ うする

と先ほど申しまし たように、体 重あたりの摂 餌量が倍違う のです。今 後この取り扱 いにつ
いて事務局で検討していただけたら、それで私は結構です。
○頭金専門委員
○吉田委員

どうぞ。

松井先生の お答えに はなりませ んけれど も、この EHC240の 換算表は比 較的

ほかの専門調査会 でも摂餌量、chemical intakeを出さなけ ればいけな いときに比較 的使わ
れております換算 ですので、確 かに詳細なも のはないので すけれども 、ざっくりと このあ
たりというだけで すが、比較的 使われている ということだ けは情報で お知らせした いと思
います。
○松井専門委員

そのことは理 解しているの ですけれども、100を使うか 400を使う かです

ね。それ とも、 その間 を比例 計算す るかと いうよ うな、 3種類の やり方 がとれ ると思 いま
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す。その場その場 で検討なさっ てもよろしい かと思います が、ある程 度この表の使 い方を
決めておいたほう がよろしいの ではないかと 。このデータ を使わざる を得ないこと はよく
存じています 。ですけれ ども、実際に 200 gのときは 100 gのときの 摂餌量をとる のか、400
gのと きの摂 餌量を とるの かと いうよ うな、 すごく 大きな 問題が 出てく るので はない かと
思います。
○頭金専門委員
○山添委員

どうぞ。

これ はこのアルミ ニウムに関し てだけで決ま る問題でも ないので、こ れは引

き取らせていただいて、また別途に考えさせていただきたいと思います 。
○頭金専門委員

これはほかの 調査会にもか かわる話だと 思いますの で、親委員会 のほう

で御議論をいただ ければと思い ます。とりあえずこ の表 28の換算はこ れでよろしい でしょ
うか。ありがとうございます。
では、次に行 きまして 、56ペ ージの 10行目に削除 が入っており ます。「単用量で の試験
であり」という、この位置がずれたということですね。
57ページ の 2行目 の「 b． ラット 90日間経 口投与 試験（ 曺ら（ 2014） ）」で す。こ れに
関しまして は、 58ペー ジの 23行目か ら、本 調査会と しての判 断が記 載をされ ており ます。
ここの部分の追記は塚本先生にお聞きすればよかったですか。
○塚本専門委員

グルコース濃 度については 、著者らも有 意に低値と いう記載をし ていた

と思うのですけれ ども、調査会 としては毒性 ととらないと いうことに したというこ とで、
このような記載になっているということでいいと思います。
○頭金専門委員

ここで「 PN（乳頭状及び 結節状 ）過形成を有 意にとり 」という書 き方が

あるのですけれども、これはこのままでよろしいですか。特に問題はな らないです か。
○髙橋課長補佐

過形成につき ましては、前 回の御議論で 、この試験 のところでと いうよ

りも全体を見てご 検討いただく ということか と存じますの で、後に御 議論いただけ ればと
考えています。
○頭金専門委員

わかりました。こ の膀胱粘膜上 皮びまん性単 純性過形成 とPN過形 成につ

ては、毒性のまとめで御議論をいただくということにしたいと思います 。
この曺らの試験に関しては追加で何かございますか。よろしいでしょ うか。どう ぞ。
○村田委員

これ は後ろを見た ら、文献 の96番 ですかね。これは人の 名前とタイト ルがあ

って日付が書いて あるのですけ れども、これ でよろしいの でしょうか 。何からとっ たかと
いうのがわからないです。
○頭金専門委員
○村田委員

文献番号がない。

154ペ ージの 96です けれども 、人の 名前とタ イトルと 日付が書 いてある ので

すが、これは何とかの報告とか、何かあるのではないでしょうか。
○髙橋課長補佐

96番は 厚生労働省か ら提出された 試験でござい まして、報告書で ござい

ます。
○村田委員

何とかの報告書みたいに、そういうのは書かなくてもよろしいのです か。
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○頭金専門委員

よろしいですか。

○髙橋課長補佐

書き方につきましては、文献を確認いたしまして、検討いたしま す。

○頭金専門委員

わかりました。後で確認を事務局のほうで行ってください。

次の修正点は 60ページ の20行 目「 b．ラット 6か月 間経口投与試 験」で Som ova & Khan
の試験に関してで す。調査会としての 考えを 61ページの 16行目に 記載されて、修正 になっ
ておりま す。食 事中の アルミ ニウム 濃度が 不明で あるが 、投与 量が 2用 量のみ で実施 され
ているこ とからN OAELを算 出する ことが できな かった と修正さ れてお ります けれど も、
これでよろしいでしょうか。では、このような修正でいきたいと思いま す。
次に62ペ ージの 30行目からの「④参考資料 」です。着色 料について は先ほどの急 性毒性
のところで議論を して、参考資 料にしていい ということで したので、 こちらの反復 投与毒
性試験のほうも参考資料とさせていただきたいと思います。
63ページ の4行 目「 a．マウス 20か月間経 口投与・発が ん性併合試験」は表 33-1の 用量設
定でアルミニウム としての換算 というところ が削除された ということ です。これは 先ほど
出てきたのと同じ理由です。
次 の試 験で 、65ペ ージ の 5行 目か ら 「 b． マウ ス生 涯経 口投 与毒 性試 験 （Schroeder &
Mitchener）（ 1975a） 」の試 験ですが 、それ の評価 が66ページ の10行目か ら、この 試験
に対しての本調査 会としての考 えが記載され ておりまして 、一般的な 毒性試験の項 目が調
べられていないこ とから、本試 験の評価の対 象としなかっ たとなって います。こう いう考
え方でよろしいでしょうか。ありがとうございます。
これにつ いては同 じグルー プの試験 が、 68ページ の16行目「 d． ラット生 涯経口投 与毒
性試験」にありま す。先ほどは マウスだった のですけれど も、今度は ラットで行わ れてお
りまして、やはりそれの 評価を 68ページの 27行目か ら記載されて おりまして、一般 的な毒
性試験の項目が調 べられていな いことから、 本試験を評価 の対象とし なかったと記 載が修
正されております。これは同じように考えて、よろしいですか。
済みませ ん、 1個飛 ばしまし た。 66ページ の脚注の 26が 追加され ています ね。さっ きの
マウスのSchroeder & Mitchenerの試 験のところの 26の追 記がされて いるのですけ れども、
発がん性の評価が できないと判 断したという ことが脚注に 記載をされ ているのです が、こ
れでよろしいですか。
○髙橋課長補佐

もともと脚注 28に記 載しておりま したが、前回の御 審議を踏まえ 書きぶ

りを修正したものでございまして、事前に確認をいただいております。
○頭金専門委員

了解しました。反復投与毒 性試験の修正 は以上かと思 うのですけれ ども、

全体を通じまして 、御担当の塚 本先生から何 か追加のコメ ントがあり ましたら、お 願いし
たいです。
○塚本専門委員

特に追加はございません。

○頭金専門委員

この修正でよいということですか。ありがとうございます。

そのほかの先生 方から、この 反復投与毒性 試験の修正に 関しまして 、何か御意見 があり
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ましたらお願いしたいのですけれども、石井先生、どうぞ。
○石井専門委員

今ちょっと気 がついたので 教えていただ きたいのです けれども、68ペー

ジの表36の 用量設定です。用量 設定の小さ い表があるの ですけれども、そ こに用量が 5 ppm
と書いてある のです。 mg/ kgを消して ppmに直し てあると いうのは 、これは どういう こと
なのでしょう か。どち らかと言 うとm g/kgのほ うが一般 的な表記 法ではない かなとい う気
がするのです。
○頭金専門委員

事務局で修正の経緯はわかりますか。

○髙橋課長補佐

原著がppmですので、ppm の記載にして いるというこ とでございま す。

○頭金専門委員

どうぞ。

○ 宇 佐 見 専門 委 員

こ の 件 につ い て は、 私 が 前回 の 調 査会 の 時 に、 5ppm の 後 に 括 弧 で

mg/kgというの は変ではな いかという話 で消したのだ と思います。この 5ppmという のが下
の脚注 にあ るよ うに 、体 重あた りの mg/ kgに換 算す ると 0. 50で、 5ppm の後 に書 いて ある
mg/kgの意 味がわか らないと いう指摘 をしたと 思います 。それで 事務局が訂 正したの だと
思います。
○頭金専門委員

ありがとうご ざいます 。脚注の 33に書いて あるのが正し いというか 。ど

うぞ。
○髙橋課長補佐

原著に摂水量 の情報がない ので、物質と しての摂取 量は正確には 不明で

す。ご指摘の 5 ppmという のは飲水 中の濃度で すけれど も、m g/kgも同じ く飲水中の 濃度
の単位になります ので、記載は ppmのみでよい とされたもの と存じます。一 方、脚注 33は、
標準的なラットの 飲水量を用い て摂取量に換 算したもので ございます 。通常このよ うな換
算はしておりませ んが、以前の ご審議で必要 との御指摘が あって換算 したものです ので、
kg体 重当た りの化学 物質と しての 摂取量 をお示 ししてご ざいま す。単 位につ きまして は、
宇佐見先生の御指摘のとおり、前回の御指摘を踏まえて削除したもので ございます す。
○頭金専門委員

わかりました 。5 ppmとい うのが正しい 文献からと ったデータと いうこ

とですね。
○石井専門委員

これは飲水中の濃度ということですか。

○頭金専門委員

飲水に溶かし ていある濃度 ということだ と思います 。摂取してい るボリ

ュームのデータがないので、動物の摂取量としてはわからないというこ とだと思い ます。
○石井専門委員

ただ、用量設 定と言うと何 かこれくらい を飲んだと 、投与された という

ことを一般的には 考えるのでは ないかと思い ますので、こ れは飲水の 濃度とか、そ ういう
ことがわかるような表記法にしたほうがよろしいのではないでしょうか 。
○頭金専門委員

そういうこと で脚注 33に例えば、こうい う摂取量の 換算があると いう例

示が出されているということかと思います。
○髙橋課長補佐

石井先生の御 指摘のとおり 、通常であ れば、kg体重 当たりの物質 の摂取

量を用量設定の部 分に書きたい ところでござ いますが、そ れが正確に わからず、ま た、今
回の摂取 量は、 脚注 33のよ うに特 別に算出 したも のであ るので 、表に 載せる のではな く、
15

脚注のところで書かせていただいているということでございます。
○頭金専門委員

よろしいですか。

○石井専門委員

わかりました。結構です。

○頭金専門委員

ほかにございますでしょうか。石塚先生、どうぞ。

○石塚専門委 員

73ページ の「h．」のラ ット 13週間で すけれど も、これ も着色料を 用い

た試験になるかと思うのですが、扱いについては議論をしなくてもよか ったでしょ うか。
○頭金専 門委 員

73ペー ジの 10行 目の 「h．」の 試験で すか 。そう ですね 。 13行目 に「 4

種類の着色料」と 書いてありま すけれども、 着色料は参考 資料にしよ うということ になっ
たのですよね。
○髙橋課長補佐

急性毒性のと ころで御議論 をいただいた とおり、着 色料の試験は 参考と

して記載するとい うことですの で、この項目 でも参考とし て、このま ま記載させて いただ
きたいと思います。
○頭金専門委員

着色料に関し ては一律、参 考資料として 残しておこう ということで すね。

石塚先生、よろしいですか。ありがとうございます。
そのほかに何か ございますか 。では、これ で反復投与毒 性の部分は 終了し、座長 にお返
しするということですね。
○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

それでは、事務局のほうから説明をお願いいたします。

○治田係長

続い て、24ペー ジ以降「（4）発 がん性試験」でご ざいます。「（ 8）ヒトに

おける知見」まで御説明いたします。
「（ 4） 発がん 性試験 」です けれど も、同 じく参 考で着 色料に 関する 知見に ついて の四
角囲みが 75ページにござ います。先 ほど御議論 をいただいた とおり、参考というこ とでこ
のままでいかせて いただければ と思います。 発がん性につ いては、ほ かに特に御意 見をい
ただいてございません。
続きまして、 76ページ から「（ 5）生殖 発生毒性」 でございます 。77ペ ージのF ujiiにつ
きましては表の書 き方を修正し ただけでござ います。80ペー ジにも同じ Fujiiらの試 験がご
ざいますけれども、こちらも同様の修正でございます。
82ページ から「 c． ラット 発生 毒性試 験（ Sem ple（ 2010） 及びP oirierら（ 2011） 」」
ということです。 こちらにつき まして、前回 の調査会でも 御議論があ りましたけれ ども、
それを踏まえまし て、84ページの 23行目から 調査会の判断 についての 記載の追記を いただ
いてございます。
生殖発生毒性以 降、表現の統 一のための修 正がございま すけれども 、特段、先生 方から
のコメントはいただいてございません。
95ペ ージか ら、今度 は「（ 6）その他 の毒性 」でご ざいます 。こち らにつ きまして も反
復投与毒性と同様 に調査会とし ての判断の記 述において、 記載の順序 を入れかえる 修正が
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ございます。その他、記載の統一などの修正がございます。
100ページから が「（7）一般薬理試 験」でございます。こちら も以前、御審議を いただ
きまして、その後 、特に御意見 をいただいて おりません。 また、先ほ ど松井先生か ら御提
案がありました酵 素の名前の表 記をどうする かということ についての 四角囲みがこ ちらに
記載されております。101ページでござい ます。
104ページ からが「 （8）ヒトに おける知見 」でござ います。 105ページ の「②アル ツハ
イマー病を含む神 経疾患に関す る知見」とい うところで祖 父江先生か ら、最近のア ルツハ
イマーの 知見を 追加し てはい かがと いうこ とで 2つ 御提案 をいた だきま して、 実際に それ
らについての 記載が 112～ 113ペ ージにか けて 2つ追記 してござい ます。こ ちらの記載 につ
いて担当の先生に御確認をいただいております。
116ペー ジですけ れども、 8行目から の「 b．」 の試験で す。その 下の四角 にござい ます
とおり、ヒトのア ルミニウム濃 度に関する知 見について、 査読論文に 差しかえてお りまし
て、この記載ぶりについては担当の先生に御確認をいただいております 。
116ページから が「⑥ヒトにおけ る知見のまと め」ですけれども、118ページで松 井先生
からわかりにくい のでは、とい う御意見をい だきまして、 文言を祖父 江先生の御提 案で追
記しております。
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

発が ん性に戻って 、特に発がん 性のところは 今回大きな 訂正は入って いませ

んけれども、発がん性のところで御意見は何かありますか。よろしいで しょうか。
引き続き、生殖 発生毒性です 。途中の表の 表記の仕方は よいとして 、ずっと行っ てしま
いまして、 82ページの 30行目、 Sem ple及 びP oirierらの 試験について です。 84ページの 23
行目から赤字にな っています。 体重増加抑制 をどう考える かというと ころですけれ ども、
そのあたりはきょ う北條先生が お休みなので 、田中先生、 何かこのあ たりで御意見 をいた
だけますか。84ページの23行目 のところです 。
○田中専門参考人

こ こ で 北 條先 生 の ほ う で、 も と も と Sem pleさ ん の 発 生 毒 性 試 験 で

NOAELの 根拠として いたのが、 JECF Aではいわ ゆる握力の 低下という ことだった のです
けれども、それに 関しては私た ち生殖の専門 の中でデータ とかを見て 、これを根拠 とする
のはちょっととい うことがあり まして、それ よりもむしろ 雄の児動物 のほうの体重 の増加
抑制のほうが、同じ 100 mg群 のほうで得た のは、そこら辺 が細かく書 いてあるので すけれ
ども、これとクエ ン酸の対照群 として、イオ ン水のものと クエン酸の 同用量のもの を投与
しているのですが 、それで見ま すとクエン酸 の影響がすご く強く出て しまっている のかな
というのがあって 、アルミニウ ム本体そのも のの影響がど うかは非常 に難しいとこ ろがあ
るのですけれども 、それでもこ こに書きまし たように、ク エン酸ナト リウム投与群 での体
重増加抑 制と同程 度であ ったが 、陰性対 照群の クエン 酸濃度は クエン 酸アル ミニウム 300
mg/kg体重 に相当す るもので あるとい うことで 、要は本 当にクエ ン酸の影響 だったら 、そ
こまで同 じ300の ものと 変わら ないとい うこと で言う ならば、 もしか したら アルミニ ウム
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の影響も出ている のではないか と考えられま すので、アル ミニウム単 体での影響か どうか
というのははっき りしないので すけれども、 全くアルミニ ウムの影響 ではないとす るには
難しいかなという ことで、積極 的な肯定では ないですけれ ども、完全 に無視するこ とはで
きないというような書き方になります。
もう一つは、こ れは吉田先生 のほうから上 がってきて取 り入れたの ですけれども 、要す
るに腎障害のこれ はgross所見で すが、それ について 100 mg群のものは 例数が少な いので
すが、そ れでも 雄の児 動物に 関して は 3例と いう形 で出て います ので、 それも あわせ て影
響ではないかということで、私の感覚では合わせ技で影響ととるという 書き方です 。
○梅村座長

ありがとうございます。

宇佐見先生、そのあたりはいかがですか。
○宇佐 見専 門委 員

JECF Aの判 断と 専門調 査会 の判 断が違 うと いう こと をどう 書く かと

いうことで、すり 合わせをして 、こういう書 き方に落ち着 いたという ことです。毒 性兆候
として体重増加抑 制と腎臓の所 見をとろうと いうことをこ のように記 載したという ことで
す。以上です。
○梅村座長

イオ ン水と比べる と体重の減少 が出ているけ れども、溶 媒対照ではな いです

が、クエン酸の群と 比べると、体 重の増加抑制 が見えなくな ってしまう ということで すが、
クエン酸の量は最 高用量に合わ せているとい うことですよ ね。アルミ の影響を否定 できな
いということですね。ほかの毒性の先生、このあたりはいかがですか。
例えば 83ページに戻っ て100 mgの ところに体 重増加抑制と いうのが入り ます。腎 障害は
肉眼所見とはいえ 、肉眼所見が 出ているので いいのかなと は思います が、ここに体 重増加
抑制を入れるかど うかというこ とです。毒性 の先生たちは もしそれで 同意いただけ れば、
いかがですか。よろしいですか。
ほかにあります か。よ ろしいですか 。JECF Aとは 毒性の所見 は違うのです けれども 、結
果は同じことにな ったのです。 そこでそのあ たりは少し国 際評価と違 うので、少し 丁寧に
書きましょうとい うことで、今、言っている のは 84ページの 23行目か らのところを 少し丁
寧に書いていただ いたというこ とになります 。明確にアル ミの影響か どうかも実は よくわ
からない部分はあ るのですが、 積極的に否定 することもで きないとい う田中先生の お話も
ありまして、体重減少が 起きている可 能性を含めて の83ペ ージの表の 書き方になり ました。
よろしいですか。
それでは、次に 発生毒性はそ の後は大きな 問題はなくて 、途中で事 務局からもあ りまし
たけれども、言葉の問題 が幾つか、片仮名、それ こそSODの話と かもあります が、これは
表記の問題だけな ので事務局の ほうで統一し て、ある程度 示してもら うので、個々 の先生
方にそのときには 御意見をいた だければと思 いますので、 きょうは議 論をしないで 通り過
ぎます。薬理試験 に入りますが 、ここまでい いですか。生 殖発生毒性 のところまで 何かご
ざいますか。よろしいですか。
薬理のほうに入 りまして、薬 理のほうで言 葉がいっぱい 出てくるの か。ずっと行 くと、
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薬理は話すことがないですね。薬理のところまではいいですか。どうぞ 。
○石井専 門委員

今さら なので すけれ ども、 「h．」の ニワト リ十二指 腸上皮 細胞及 びラ

ット薬理試験とい う論文がある のですけれど も、これは順 番として一 番最初に持っ てきた
ほうがいいのかな という感じを 今いたしてお ります。最初は「 a．」だったの が「h．」に
なっているのですけれども、「a．」のほうがいいのかなとい う気がするの です。
○梅村座長

これ はなぜ「 h．」に変わ ったのでした か。事務 局、これ は覚えていま すか。

○治田係長

最初 の順番は余り 統一性がなく て、動物ごと にまとめよ うということ で、一

般的に用いられる ラットやマウ スが最初のほ うに来ていて 、比較的そ の他の動物種 かと思
われるニワトリが 後ろのほうに 来ているとい うことですけ れども、前 のほうがよろ しいで
しょうか。
○梅村座長

先生は何でこれが前のほうがいいのでしょうか。

○石井専門委員

ラット薬理試 験も含まれて いる論文です ので、その ほうがいいの かなと

いう気がいたします。
○梅村座長

よろ しいですか。ま たもとに順 番を戻してい ただいて、ほ かにございま すか。

薬理試験のところ ですけれども 、よろしいで すか。よろし ければ、ヒ トにおける知 見に入
ります。
○髙橋課長 補佐

済みま せん、「 （ 6）そ の他の毒 性」の 項目で ございま すが、 95ペ ージ

から神経毒性や内 分泌の知見に ついて、新し い論点ではご ざいません が、少し修正 がござ
いますのでご確認をお願いいたします
○梅村座 長

わ かりま した。 そこも 含めて 何かあ ります か。「 （ 6）そ の他の 毒性」 とい

う項目があって、 迷路の試験で 学習能力がど うのというよ うな、そん な神経毒性に 関連す
るような試験とか が含まれてい ます。御指摘 はいただいて いないので すけれども、 微妙に
言葉がいろいろ訂 正されたりし ていますが、何かコメント はございます か。お願いし ます。
○山添委員

102ペ ージの 27行目 のところ に「因 子」とい う言葉が 入ってい るのです が、

これは「脂質過酸 化を示す因子 」と書いてあ るのですけれ ども、これ は要は指標だ と思う
のです。
○梅村座長

27行目の「脂質過酸化を示す因子」ではなくて、指 標ということ ですね。

○髙橋課長補佐
○梅村座長

修正をさせていただきます。

ほか にございます か。今、薬理試 験のところま で行っていま すけれども、103

ページ。どうぞ。
○石塚専門委員

確認なのです けれども、ス ルフヒドリル 基はこちら で統一するこ とにな

ったのでし たか。 100ページ の 17行目です が、全 体を忘れ てしまっ たのです けれども 、今
までSHだったり、いろいろ使わ れていたと思 うのですが、今後はスル フヒドリル基 で統一
するということでしょうか。これは専門の先生に聞いたほうがいいかと 思うのです 。
○梅村座長

これ は一般的に使 われているほ うだとどうな りますか。ど ちらも使いま すか。

○山添委員

どちらも使います。
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○梅村座長

では 、その辺も言 葉の表記の中 に含めさせて いただいて 、いろいろと 片仮名

言葉がいっぱい出 てきているの で、それは事 務局のほうで まとめさせ ていただきま す。事
務局のほうもここ を見てくださ いというのを わかるように 、ここはこ んな表記にし ました
とわかるようにし てもらうと、 専門の先生た ちも見やすい かなと思い ますので、工 夫をし
て、それは一度こちらで預からせていただいて、石塚先生、それでよろ しいですか 。
○石塚専門委員
○梅村座長

はい。

薬理 試験まで行っ ていますけれ ども、よろし いですか。 何カ所か言葉 的にも

変だと感じる先生 方もいたりと か、表記の仕 方だけですけ れども、そ のあたりは提 案をさ
せていただきます ので、改めて 確認をしてい ただければと 思います。 よろしいです か。薬
理試験のところまでで、ほかにございますか。
よろしければ「（ 8）ヒトにおける 知見」に入 ります。これは 105ページの 14行目 、アル
ツハイマ ーに関 する知 見で、 祖父江 先生、 これは 2つ、新 しい文 献が追 加され たので しょ
うか。
○祖父江専門委員

ボジティブ データなので すけれども、 比較的新し いもので注目 度の高

いものを追加するということでどうでしょうか。
○梅村座 長

この 説明が 112ペ ージとい うこと ですよ ね。この 中身に ついて は先生が 監修

済みということでよろしいですか。
○祖父江専門委員
○梅村座長

はい。

112ペー ジの 23行目から 次のページ の12行目までで すね。こ れは祖父江 先生

がお考えになられて、書いていただいた文章でよろしいですか。
○祖父江専門委員
○梅村座長

はい。一応原著も確認しています。

ここの部分で内容も含めてですけれども、何かございますか。どうぞ 。

○石井専門委員

細かいことな のですけれど も、例えば 29～30行 目にかけて「アル ミニウ

ム蓄積量の 増加」と 書いて ありまし て、「（ 2. 5～54. 2 μg/g、生重 量）」と 書いてあ るの
ですけれども、これ はwet weightだと思う のですが、湿重 量のほうが よろしいので はない
でしょう か。そ の 3行下 にもや はり生 重量と いう言 葉が出 てきま すので 、変え たほう がよ
ろしいかなと思いました。
○梅村座長

ありがとうございます。

ほかにございま すか。よろし いですか。そ うしますと、それで今度は 116ページ の「 b．」
の試験です 。祖父江 先生、こ れは吉 田らが削 除になり 、 Ejim aらの 試験が入 ったとい うこ
とですか。
○祖父江専門委員

はい。これ がきちんとし た査読論文が 出ているの で、差しかえ という

ことです。
○梅村座長

わかりました。ありがとうございます。

ここの内容について何かございますか。116ページの 8行 目、 Ejim aらの試 験です。
○石井専門委員

同じことをな のですけれど も、14行目 の「生組織」、これはさっ きとは
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状況が違う。
○祖父江専門委員
○梅村座長

wet weightだと思います 。

ありがとうございます。

ほかにございますか。よろしいでしょうか。
○頭金専 門委員

2つの 症例報 告が祖 父江先 生のほ うから 最近の 知見と いうこ とで追 加を

されたの ですが 、ヒト におけ る知見 のまと めが前 回と変 更あり ません 。この 2つの症 例報
告は結論というか、まとめには影響しないということでよろしいのでし ょうか。
○祖父江専門委員

比較的最近 の報告なので 追加したほう がいいと思 うのですけれ ども、

症例報告ですから 蓄積、数が多 くなったから と言って、ほ かの分析的 な研究結果が かなり
多数あって、その 結果が割れて いるという状 況ですので、 結論として は関連性に関 しては
あるとかないとか いうのは難し いということ で、変更はな しというこ とでオーケー だと思
います。
○梅村座長

その あたりは、こ のまとめの中 では述べてい なくてもよ ろしいですか 。つま

り症例報告ではそ ういう単発的 にというか、 ポジティブな 結果がちら ほらしている 中で、
症例報告だからと いう、もちろ んそれはそれ でよろしいの ですけれど も、今、頭金 先生は
そのあたりを気に されたのかな と思うのです が、そのあた りを何かコ メントをしな くても
いいのかというところです。
○祖父江専門委員

そうですね。JECF Aのほうから見 ると追加にな っているので、何かコ

メントをしておいたほうがいいのかもしれません。
○梅村座長

否定 的なというか 、最終的には 判断には影響 しないとい うことなので しょう

けれども、何か少し文章を入れていただいたほうがよろしいですか。ど うぞ。
○石塚専門 委員

ま とめの 118ページ の 1行目の ところで 、特に 3行 目に「一 致性がな い」

ということとかが書かれているので、私はこれで十分かなと思います。
○梅村座長

祖父江先生、それでいいですか。

○祖父江専門委員

一致性がな いというのは 、主には分析 的な研究の ほうのコメン トなの

ですけれども、症 例報告は重要 ではあるけれ ども、そこか ら因果関係 に言及するの はなか
なか難しいということは入れておいたほうがいいかもしれません。
○梅村座 長

わ かりま した。 そこを 少し、 1行ほど 間に入 れてい ただい て、ほ かにあ りま

すか。 今はヒ トに おける 知見 のまと めで 、長い ですけ れど も、 116ペ ージの 24行目～ 118
ページの9行目までです。これは松井先生からの御指摘は、も う反映されて いますか。
○祖父江専門委員

松井先生の 御指摘はもっ ともで、他の 経路が不明 瞭というのは そのと

おりなのですけれ ども、ここで 言っている他 の経路という のは、飲水 、食品、薬剤 以外に
何か摂取源がある かということ ではなくて、 それぞれの研 究の中で単 独でしか考慮 してい
ないということが まずいと言っ ているのです 。これでも不 十分かもし れなくて、「 摂取経
路としては飲水、 食品、薬剤が それぞれ単独 で検討されて いるのが、 他の経路によ る摂取
が考慮されておらず」と言ったほうが正確かもしれません。
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○梅村座長

では 、単独という 言葉を入れて いただくとい うことと、 症例報告で散 見され

ているこ とに対 するコ メント を 1行ほ ど追加 してい ただく という 形でよ ろしい でしょ うか。
ほかにございま すか。今は 10行目「 III．一日摂取量 の推計等」の手 前まで行って います
けれども、よろしいですか。
それでは、ここ までで何かま とめで、ずっ と戻っても結 構ですけれ ども、何かご ざいま
したら、よろしいですか。
それでは、一日 摂取量の推計 等の前まで行 って、時間も ちょうどい いので、あの 時計で
40分まで休憩にしたいと思います。
（休

○梅村座長

憩）

時間ですので再開したいと思います。よろしいですか。

それでは、一日摂取量の推計について、事務局から説明をしてくださ い。
○治田係長

それでは、「III．一日摂取量の推計等 」、 118ペ ージからでご ざいます。

まず121ページ の2つ目の四角 囲みにござい ますけれども 、これまで 生産流通量調 査は平
成22年度と 25年度の ものが提出 されておりま したが、最新の 28年度の ものを要求し てはど
うかとい うこと で、そ ちらが 提出さ れまし て、本 日は資 料 1とし て机上 にお配 りして ござ
います。平成28年 度のものが出 てきたことに 伴いまして、表 67及びそ の前後の文章 を修正
してございます。
122ペー ジですけ れども、 以前の調 査会の 御議論を 踏まえま して、 90パー センタイ ル及
び95パーセンタイル値に関するの表68を追加 してございま す。
132ペー ジまで飛 んでいた だきまし て、表 72と ございま す。これ までは要 請者の推 計に
従って表を書いて いたのですけ れども、算出 で使用してい る体重がそ ろっていない という
こともございまし た。そこで、 調査会として 改めて原著を 参照いたま して、それぞ れ各由
来のアルミニウム 、「①」～「 ⑦」とござい ますけれども 、それらを 体重当たりに 換算す
る前の値を表に書 きまして合計 し、最後に体 重で割って体 重当たりの 値を出す。そ こでは
食品安全委員会決 定に基づく体 重を使うとい うことで、先 生方に御確 認をいただい ており
ます。このように 変更したので 、それに伴っ て不要になっ た記載を手 前のところで 削除を
してございます。
この表 について ですけ れども 、133ペ ージの 下のと ころで中 江先生 からの 御意見が ござ
います。最後の食 品健康影響評 価のところで 汚染物質由来 のばく露量 も考慮に入れ るとい
うことであれば、 この推計で水 道水も合計し た値を出した ほうがよい のではないか という
御意見をいただき ましたので、 水道水も合計 に含めたもの で先生方に 御確認をいた だいて
おります。
以降はそのよう に変更したこ とに伴う削除 でございまし て、摂取量 の推計につき まして
は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
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○梅村座長

ありがとうございます。

それで は、 118ペー ジの「 III．一日 摂取量 の推計 等」か らです けれど も、 120ペー ジの
あたりですかね。森田先生、これはこの数字でよろしいですか。
○森田専門委員

今回、TWIとい うことで少し 最初に考え ていたのと違 うので。134～ 135

に書いて あるとこ ろ、要 請者が このよう に考え ている というこ とで、 特に 134あたり は別
に残しておいても 問題はない文 章ではあると 思います。た だ、汚染物 質も含めてと いうこ
とになると少しニ ュアンスが変 わってきて、 後で最後のま とめのとこ ろでも私は書 いてい
るのですけれども 、そもそも食 べていいもの かどうかとい うような話 にもなります ので、
134、135あた りの記載はな くてもいい かなというよ うに。
○梅村座長

この 途中の数値で すけれども、 新しい年度で の数値を使 っているとい うこと

でよろしいですか。
○森田専門委員

それはもとも と本文中に要 請者から生産 量が下がっ てきていると 書いて

あるのに、下がっ たことを示す データが出て いないので、 そこを出し てくださいと お願い
をしたものです。全く問題ないと思います。
○梅村座長

記載ぶりですけれども、西先生はいかがですか。

○西専門委員
○梅村座長

私も問題ないと思います。
その ほか、今ちょ うど森田先生 がおっしゃっ ていた言葉 は随分削除さ れてい

て、そのあたりは西先生はいかがですか。
○西専門委員
○梅村座長

問題ないと思います。
132ペ ージの表 72で すけれど も、そ れぞれの 摂取の由 来によっ て使って いる

体重が違っていた というような 話になり、「 /人」で書き 変えているわ けですよね。このあ
たりはこれでいいのでしょうか。
○森田専門委員

特に最後に出 てきた水道水 の推定の仕方 というのが 、先ほどもあ りまし

たように 、非常に 限られ た体重 で推定す るとい うこと になって います 。それ から 134ペー
ジの意見のところ で書かせてい ただいていま すように、水 の摂取量と か新しいガイ ドライ
ン等で確認しても 、現在の体重 10 kgで 1 L摂 取という推定 で使っても いいのではな いかと
判断をいたしました。
○梅村座長

10 kgで 1 Lの摂水 量というとこ ろでは 、ある一方で 小児の平均体 重の 16.5 kg

を実際は使っているわけではないですか。
○森田専門委員

10 kg、 1 Lの 摂水量で計算 をしたという ようなこと に、これはな ってい

ます。
○梅村座長

132ページの下の脚注64ということ ですか。

○森田専門委員
○梅村座長
○西専門委員

そのことを示しています。

このあたりはよろしいですか。西先生はいかがですか。
平 均体重という のは「① 」～「⑥ 」については 小児 16.5 kg、国民全体を 55. 1

kgという ことで、これを脚注に 示したほうが よいと思いま すという意 見を書いては いたの
23

ですけれども、「 ⑦」について の体重を記載 してありまし て、それら で結局合算で きてい
るということで、これでいいと思います。
○梅村座長

ありがとうございます。

ほかの委員の先 生方はいかが ですか。何を 議論している かがよくわ からないとい うこと
はないですよね。 大丈夫ですか 。最初は水道 水は入れてい なかったの ですよね。も う一回
そこをちゃんと説 明してくれま すか。ちゃん と説明したか もしれない けれども、も う一回
説明してくれますか。
○治田係長

当初 は要請者の推 計は小児の体 重が 16.0 kgであったり 16. 5 kgであっ たりで

そろっていないも のがありまし たので、そこ は統一したほ うがよいだ ろうというこ とで、
調査会として人当 たりの値を求 め、それらを 合算し、食品 安全委員会 が決定した小 児の体
重16. 5 kgで 割るいうこと とし、一 方で、水道 水は 10 kgの小児 が1 Lの 水を飲むとい う仮定
に基づいた推計で して、多少そ の体重はずれ てくるので、 合計には含 めずに併記す るとい
う案を提示してい たのですけれ ども、最終的 な評価のとこ ろで汚染物 質も考慮する という
ことであれば、や はり水道水も 足したほうが いいのではな いかという 御意見をいた だきま
して、水道水も加えて、16. 5 kgで割るという ことでよいと いう御意見 を最終的には いただ
いているところです。
○梅村座長

よろ しいですかね 。汚染物質を 含めるという あたりは、 この先の評価 のとこ

ろで大きな提案に はなるのです けれども、そ こを今は飛ば して話して はいるのです が、そ
れを認めていただ けるという仮 定で、そうな ると水も含め ないとという ことで戻って 、今、
事務局から説明し たような、少し の体重の違 いを丸めて計 算をしたとい うことになり ます。
「III．一日摂取量の推計等」のところ まではいいで すか。
137ペー ジの 6行目 から「 3．摂 取量の 推計等の まとめ」 とありま すけれど も、ここ はこ
れでよろしいでしょうか。これは森田先生。
○森田専門委員

これは表に合 わせて直して いただいたと いうことな ので、これで 結構だ

と思います。
○梅村座長
○西専門委員
○梅村座長

西先生もこれでよろしいですか。
これで結構です。
ほか にこのまとめ のところで何 か御質問があ れば、よろ しいですか。 一応こ

こまでで審議的に はあとは評価 のほうに入り ますので、何 かあれば、 全体でもいい のです
が、よろしいです か。食品健康 影響評価の手 前まではよろ しいですか 。一応、各項 目につ
いては審議を尽くしたところですけれども、それでよろしいですか。
御意見がないよ うでしたら、 添加物「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、添加物 専門調査会 の結果を取り まとめ
たいと思います。それでは、事務局から食品健康影響評価（案）を説明 してくださ い。
○治田係長

137ペ ージの 15行目 からでご ざいま す。最初 ですけれ ども、今 回の品目 は硫

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 ムですが、 それらの各イ オンに
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ついて評価をする 必要があると いう記載を 15～ 23行目にか けていただい ております 。その
後、26行目から 各イオンにつ いての記載で ございまして、ま ず「1．ア ンモニウムイ オン、
硫酸イオン及びカリウムイオン」についてです。
27行目か らアンモニウ ムイオンにつ いて記載され ておりますけ れども、34～35行 目にか
けてですが、硫酸 アルミニウム アンモニウム の摂取による アンモニア の量はヒトに おいて
食事から産生され るアンモニア の量の変動の 範囲内と考え られ、また 、ヒト体内で 産生さ
れたアンモニアと 同様に代謝さ れると考えら れるというこ とで、本評 価書では体内 動態及
び毒性の検討は行 わないことと したといただ いております 。これは以 前に書かれて いる記
載ですけれども、転記してございます。
138ペー ジ、今 度は硫 酸イオ ンとカリ ウムイ オンに ついてで すけれ ども、 以前の硫 酸カ
リウムや硫酸亜鉛 の評価書にお いてこれらの イオンについ て評価され ていまして、 安全性
に懸念を生じさせ るような知見 は認められて おらず、その 後、新たな 知見が認めら れてい
ないということで 、本評価書で は体内動態及 び毒性の検討 は行わない という記載を いただ
いており ます。 ですの で、 8行 目から ですけ れども 、硫酸 イオン 、アン モニウ ムイオ ン、
カリウムイオンに ついては、安 全性に懸念の ある知見はな いと考えた ということで ござい
ます。
12行 目から が「 2．ア ルミニ ウムイオ ン」に ついて でござい ます。 先ほど 少し話題 にも
なりましたけれど も、今回の評 価要請は添加 物の使用基準 の改正に係 るものではあ ります
が、アルミニウ ムは添加物 を使用してい ない食品等に も含まれると いうこと 、及び、近年、
国際的なリスク評 価機関等にお いても添加物 だけでなく汚 染物質とし てのアルミニ ウムを
考慮して評価され ているといっ たことを踏ま えまして、18行目からで ございますけ れども、
本専門調査会とし ては、添加物 及び汚染物質 由来の摂取を 考慮して評 価するという 文章を
いただいてございます。
21行 目から 「（ 1）体 内動態 」とござ います けれど も、こち らは体 内動態 のまとめ の文
章をそのまま転記したものでございます。
33行 目から「 （2）毒性」 とござ いまして 、34行目から 、最初の 遺伝毒性 について でご
ざいますけれども、こちらもやは り遺伝毒性 のまとめの文 章を転記した ものでござい ます。
139ページの 4行目 からですけ れども、ここ の部分は反復 投与毒性及 び生殖発生毒 性でい
ろ い ろ と 得ら れ て いる NOAEL の う ち 、 最 も 低 い もの と い たし ま し て、 生 殖 発生 毒 性 の
Sem ple及び P oirierらの試 験から 30 m g/kg体重/ 日、これを アルミニ ウムイオン のN OAEL
と判断したという記載をいただいてございます。
11～ 22行目にかけ てですけれ ども、反復投与毒性 ですとか、その他 の毒性の項目 におい
て、担当の先生よ り、ヒトの知 見も踏まえて 最後にどのよ うに考え方 かということ を書い
ておいたほうがい いのではない かと言われた 試験が幾つか ございまし て、それらに ついて
記載をいただいて おります。こ の点につきま しては下のと ころで、森 田先生から、 このよ
うな書き方ではど うでしょうか ということで 御意見をいた だいており ますので、後 ほど御
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議論をいただければと思います。
24行目で 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 いただいてご ざいま
す。
140ページの 2行目 から、今度はヒト の知見につき まして、ヒトの知 見のまとめの 文章を
転記しております。こちらにつき ましては先 ほどヒトの知 見のまとめの 文章に若干の 修正、
追加がございましたので、そちらを連動する形で修正をしたいと考えて ございます 。
23行 目から 「（ 3）摂 取量の 推計等」 でござ います 。こちら も先ほ ど御審 議いただ いた
一日摂取量の推計等の文章を転記したものでございます。
32行 目からが 「（ 4）食品 健康影 響評価」 というこ とでござ いまして 、34行目あた りか
らですけれども、 アルミニウム の摂取量を勘 案するとアル ミニウムイ オンの摂取量 に関す
る上限値を特定することが必要と判断したといただいてございます。
141ページの 4行目 から、先ほども述 べましたとお りですけれど も、アルミニウム イオン
としての評価に当 たっては添加 物だけでなく 、汚染物質由 来の摂取も 考慮して評価 すると
いうこと。また、 国際的な動向 ですとか、こ れまでの食品 安全委員会 における汚染 物質の
リスク評価も考慮 しまして、評価 指標としては TWIを用い ることとし たと記載をい ただい
てございます。 そして、先 ほどのN OAEL 30を根 拠として安 全係数を 100とし、 1週 間当た
りということでTWIを2.1 mg/kg体重/週と評価したという記載をいただいてござ います。
16行目の 下に「事務局より」ということで、評価指標につ いては添加 物ではありま すが、
汚染物質の観点か らも評価する ということで TWIを用い ていますが、 その方針でよ いかど
うか御議論をお願いしますという四角囲みがございます。
その後ろには EHCの考え方 ですとか、そ ういったもの を引用して記 載してござい ま す 。
144ペー ジです けれど も、森 田先生が 先ほど もおっ しゃられ ていま したが 、御意見 をい
ただいておりますので、この点もあわせて御議論を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。

食品健康影響評 価の案につい ては、これま で御議論をい ただいた体 内動態の冒頭 であり
ますとか毒性の冒 頭の記載をあ わせて転記さ せていただい ているので 、このあたり は特に
大きな問題 はないか と思うの ですけれ ども、先 ほども お話をし ましたが 、138ペ ージの 12
行目からのところ で、アルミニ ウムイオンに 対する評価の 考え方なの ですけれども 、今の
案では添加物及び 汚染物質由来 の摂取も考慮 して評価をす るべきだと いうことをこ こで記
載しているのです が、ここの点 について何か 御意見はござ いますか。 どうしても添 加物だ
けでいくというよ うな御意見が あればという ことですが、 もしないよ うであれば、 この考
え方でいくということになると思うのですけれども、よろしいですか。
そうな りますと 、次に 体内動 態、毒性 までは 転記に なってい ます。 139ペ ージの反 復は
そのまま私がしゃべっていていいのですか。139ページ の4行目からは頭 金先生。
○山添委員

今ご ろになって文 章を読んでい て日本語の意 味がわから なくなったの で、体
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内動態のところな のですが、29～ 30行目のと ころです。「 投与経路及 び摂取源によ るアル
ミニウムの体内動 態の差による 影響は小さい と考えた」と いうのは何 が何だかちょ っとよ
くわからない文章 なので、例え ば「投与経路 及び摂取源の 違いによる アルミニウム の体内
動態の差は小さいと考えた」と言ったら意味が通じるかもしれない。
○梅村座長

ありがとうございます。

体内動態の先生 はよろしいで すか。このあ たりは転記に はなってい るのですが、 読み返
していただいて、 やはりおかし いというとこ ろがあれば、 また指摘を していただけ ればと
は思うのですけれども、よろしいですか。
毒性のところは どうですか。 変わったほう がいいですか 。私が言っ てしまってい いので
すか。
○吉田評価第一課 長

そこにつ きましては、 毒性とかそう いうところ については転 記をし

ている部分もあり 、既に個別評 価が固まった ところの総合 的な御議論 となりますの で、一
貫して御議論をいただいたほうがむしろよろしいのではないかと思いま す。
○梅村座長

私がしゃべっていていいのですね。わかりました。

それで は、そ の後の 毒性の ところで すけれ ども、 NOAELのと ころは よろし いです か。
Sem ple、 P oirierら の生殖 発生毒 性試験 で、 生殖発 生の先 生方に 説明し ていた だいた 体重
増 加 抑 制 と腎 障 害 をも と に NOAEL を と っ た も の です ね 。 これ を ア ルミ ニ ウ ムイ オ ン の
NOAEL と判断 したと いうこ とにな ってお ります が、こ のあたり はよろ しいで すか。 どう
ぞ。
○村田委員

先ほ どの松井先生 の話にも関係 あるのでしょ うけれども 、今の体内動 態の最

初のところにアル ミニウムの吸 収率はクエン 酸塩で特に高 いと書いて あるのですが 、先ほ
どの実験はクエン 酸塩でたしか やっていたと 思うのですけ れども、こ れはその経路 や摂取
源によって影響し ないと思って よろしいわけ ですね。それ で出た値を そのまま考え ると考
えるのか、それは気にしていいのか、どちらでとっていればよろしいで しょうか。
○梅村座長

どち らなのでしょ うか。JECF Aはとった のですけれど も、そういう考 えでい

ったのですけれども、いろいろと調べると体内動態の差はないという。
○髙橋課長補佐

この食品健康 影響評価の項 目で御議論を いただいて いる文案は体 内動態

の項目のまとめと 全く同じ文章 でございます 。体内動態の 項目のまとめ では、議論の 中で、
吸収率のみを比べ たときにクエ ン酸が高いと いう事実があ りましたの で、その旨の 記載を
いただいています 。ただ、評価 をするに当た っては、最終 的には、長 期の摂取によ る影響
を考慮することが 重要といった 記載をされて いるので、確 かに先生が おっしゃるよ うに、
一見して少しわか りにくい部分 があるのかも しれないです が、もとも との議論の経 緯とい
うのは少し違うところから来たものと承知しております。
○梅村座長

クエ ン酸の吸収率 が高いという のは事実とし て認めたの ですよね。だ けれど

も、そのことがクエン酸を使った試験を選んだ理由ではないということ ですか。
○髙橋課長補佐

ご指摘のとお りでございま す。一方で、 結果として クエン酸アル ミニウ
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ムの試験が判断の根拠の試験になっております。
○梅村座長

JECF Aは 、実はこ こは積極的に クエン酸の試 験だからと いうことでと ったの

ですけれども、こ の調査会では それはとらな かった。そう いう意識で ないというこ とです
よね。ク エン酸 の試験 だから 優先的に NOAELの 判断と したとい うこと ではな いとい うこ
と。今は139ページの 10行目 まで行きまし たけれども、ここま ででよろしい ですか。N OAEL
の根拠となった試験については、今お話をしたとおりです。
ここは毒性の項 目のところで 言及すべきと いうような点 について、 毒性の項目で は一個
一個の試験につい ての判断を下 していました けれども、こ このところで それの全体を 見て、
そこであらわれて きた事象等に 対する考え方 をまとめたと いう形にな っています。 最初の
11行目から のところです けれども、川崎らの 試験で脂質代 謝に関する 所見が出てい たので
すが、他の所見に は関連する所 見が認められ ないことから 毒性と判断 をしなかった という
ような文言が入り ました。この あたりは 11～ 23行目までの 間で毒性に 関する全体を 見たと
きの調査会の判断 がここに記載 されているの ですけれども 、この点で 何か追加はご ざいま
すか。どうぞ。
○塚本専門委員

58ページのと ころで曺ら の試験です けれども、 4%群でP N過形成を 有意

にとり、として いますが 、これに関し ては川崎らの ラット 13週も同じ 動物で同じく らいの
期間です が、こ れも含 めて、 あとほ かに Sem ple（ 2010） なども ほかの 報告で は膀胱 の所
見が出ていません ので、それに ついてもこの 川崎らの記載 と同様に、 他の試験では 関連す
る所見は認められないというのを追記していただければと思います。
○梅村座長

ありがとうございます。

よろしいですか。どうぞ。
○森田専門委員

例えば遺伝毒 性とかヒトの 知見とか体内 動態なども 、それぞれの 項目で

一旦まとめをして いますが、今回 その発生毒 性などのとこ ろはその項目 のまとめはな しで、
いきなりここにま とめて書くと いうようなこ とになってい るのでしょ うか。例えば 発生毒
性の後ろにはまと めが全くない のです。急性 毒性、反復投 与毒性とか をそれぞれま とめて
という文章がそこ はなくて、遺 伝毒性、ヒト 知見、摂取量 のまとめは それぞれつく られて
いるのですけれど も、それはど うなのでしょ う。動物のと ころだけ、 食品健康影響 評価で
急にぽんと書かれ たら、どこか らこの結論が きたのかとい うのも少し わかりにくい 気もし
たのですが。
○梅村座長

先生 の御提案して いるのは、毒 性で一気にま とめないで、ということで すか。

○森田専門委員

毒性のまとめ は毒性で書い ておいて、そ こを引用する という形であ れば、

わかりやすいと思 うのですけれ ども。毒性に 関してだけは 食品健康影 響評価のとこ ろで一
つずつ判断をするという方針になったのでしょうか。
○梅村座長

どうぞ。

○髙橋課長補佐

毒性の御審議 のときに、ま さに森田先生 のおっしゃ ったように、 どの項

目でこのまとめを するかという 御議論がござ いました。そ のときに、 この動物試験 の所見
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については、ヒト の所見との関 連に言及しな いとまとめら れないので 、ヒトより前 の項目
である毒性の項目 で言及するの ではなく、評 価の項目で書 いたほうが 良いのではな いかと
されまして、食品健康影響評価の項目に案を記載させていただいており ます。
○梅村座長

いかがしましょう。やはりまとめたほうがよろしいですか。どうぞ。

○吉田委員

前も 議論をしたか もしれないの ですけれども 、今回のも のは本当に先 生方に

一般毒性、発が ん性、生 殖毒性を含め て、生殖 毒性試験から の中の一般 毒性部分を含 めて、
本当に総合的に御 判断をいただ いたので、も し書くとした ら全く同じ ものをコピー になっ
てしまうというこ ともあります ので、例えば 今回の膀胱、 曺らのこと でも恐らくほ かの試
験で見られた膀胱 の所見等は、 どうもほかで は見られない ということ になるのであ れば、
あえて同じことを 全く書くより も、審議の中 でそういうふ うにお話し になられたの ではな
いかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○梅村座長

転記 している部分 は確かにほか のはあったの ですけれど も、評価のと ころに

直結している数字 だったりとか なので、今、 御説明のあっ たように総 合評価が必要 な場所
だったので、多分 一番最後に持 ってきたので すけれども、 いかがです か。森田先生 、これ
ではわかりにくいですか。体裁という意味ですか。
○森田専門委員

体裁という意 味でどこから この結論が出 たのかが少 し混乱するか なと思

ったのです。ただ 、確かに言わ れたように全 体を総括して ということ であれば、二 度同じ
ことを書くとか前後が逆転するよりはわかりやすいと思います。ありが とうござい ます。
○梅村座長

ありがとうございます。どうぞ。
今のとこ ろですが 、 139ページの 11行 目からの 川崎らの 報告につ いて

○宇佐見専 門委員

は、56ペ ージで毒性所 見を引用して いるところ では、以下 の所見は毒 性所見ではな いとし
たものですよね。 そこでそうい う判断をした と書いていな くて、まと めで段落の一 番最初
にこれが来ること にすごく違和 感があると思 います。○梅 村座長

原 則その試験の 評価は

その試験だけで最 初は行うとい う大原則にな っているので 、ここで脂 質の変化と言 われた
ら脂質の変化と書 いて、膀胱に 過形成があっ たら膀胱に過 形成と書い て、最後に総 合的に
それが本当に毒性 影響なのかど うかを後でま とめて判断す るという方 法をとってい るので
す。最初は脂質の異常も書いてあるし、PN過形成も書いてあるので すけれども 。
56ペ ージの表 28-2では、その脂質の異 常は既に外 してしまって いるの

○宇佐見専門委員

にこちらで外した理由を書いているというのは何か違和感があるという 話です。
○梅村座長

この 脂質代謝に関 する所見はリ ン脂質濃度や 中性脂肪濃 度や総コレス テロー

ル濃度の減少のことなのですよね。
○宇佐見専門委員

私がこの表 を作ったわけ ではないので わかりませ んが、それし か見当

たらないですよね。
○梅村座長

どうぞ。

○髙橋課長補佐

脂質代謝に関 する所見につ きましては、56ページの 四角囲みの塚 本先生、

中江先生の御指示 のとおり、表 から本文へ移 動し、評価の 項目で考察 をすべきと御 指示を
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いただいているので、そのとおりにさせていただいております。
○梅村座長

それで行くと、PN過形成は表に入ってしまっていなかったっけ。

○宇佐見専門委員

入っていま すよね。だか ら、その辺が 何かちょっ と違和感があ るわけ

です。
○梅村座長

そう なのですよね 。表とその下 に書いてある 所見の一致 性はもう一回 整理す

るのですよね。
○髙橋課長補佐

過形成の所見 について、後 ろの項目で言 及していた だいて、毒性 所見の

表に入れるべきで ないというこ とでしたら、 表から出した 記載に改め たいと思いま す。こ
の点につきましては、担当の先生とご相談させていただきます。
○梅村座長

今、 先生がおっし ゃったように 、まさにこれ はここに突 発的に出てい る所見

で、その他の試験 には出てこな いので、評価 の所見として は除くわけ ですよね。そ れはい
いと思うのですけ れども、それ を個別の試験 のときに、そ の考えを入 れてしまって 表から
外してしまったほうがいいということですか。
○宇佐見専門委員

そこで判断 したものをま とめているわ けなので、 ここまで来る までに

判断をしていない のかというこ とですよね。特に 56ページ の四角囲み の中で後で考 察する
ということが書い てあるのです けれども、こ こで毒性所見 としていな いのに、最後 にまた
述べるのは違和感があるということです。
○梅村座長

言っ ている意味は わかるのです けれども、そ れはなぜ外 したのでした か。何

かそういう意見があったのでしたか。そのときに議論をしてしまったの でしたか。
○髙橋課長補佐

以前に議論を いただいて、 このようにな っておりま す。毒性所見 とする

かどうかの御判断 は頂いている のですが、毒 性としなかっ た理由を書 く位置につい ては、
川崎らの知見でご 指示のあった とおり、後ろ で書くとされ ましたので 、そのように してお
ります。理由の記 載位置につい て、試験や項 目によってば らばらにな るのは困るの ですけ
れども、毒性とす るかどうかの ご判断として は変わらない 思いますの で、それぞれ の担当
の先生と相談させ ていただきた いと思います 。もし担当の 先生ごとに 記載位置につ いての
ご意見が違った場合は座長と相談をしたいと思っております。
○梅村座長

議論 をしなければ いけないこと は、この脂質の低 下とPN 過形成が本当 に再現

性のある本当の有 害影響なのか どうかという 判断をしてい ただきたい ので、そのと ころは
今、塚本先生がお っしゃったよ うに、これは そうではない ということ は皆さんに同 意いた
だけたかなと思い ますので、今 度はそれの書 き方なので、 それを表に 入れて後ろで 消すの
か、そこの試験の ところで外し て下の所見に 落としてしま って、まと めのところで 改めて
その理由を書くの かどうかとい うあたりは、 今、事務局か らも提案を いただいたの ですけ
れども、もう書き ぶりなので座 長に一任いた だいて、統一 感があるよ うな書きぶり にはさ
せていただきたいと思います。よろしいですか。
○吉田委 員

御提 案なの ですが 、大きな ところ ではな いのです けれど も、 139ページ の今

回のまと めで総合 的に御 評価い ただいた という ところ につきま しては 、例え ば139ペ ージ
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の6行目 の試験成績を 総合的に検討 したと、1回そこで丸で 切ってしまっ て、その結果、括
弧の中に入ってい ますけれども 、一番低 いN OAELのとこ ろに書くとい うことにされ ると、
総合的に評価した のですよとい う、森田先生 の御質問への 一部回答に もなるかなと いうよ
うにも思うのですが、ここだけ先生方はいかがでしょうか。
○梅村座長

わかりました。ありがとうございます。

事務局はよろしいですか。
○髙橋課長補佐

これまでの評 価書の書き方 もありますの で、またそ れも含めて座 長と相

談をさせていただきます。
○梅村座長

そこ まではよいと して、内容に ついてですけ れども、今 、塚本先生か ら御提

案いただいた部分 が脂質代謝に 関する所見に 関してと、PN 過形成は再 現性のない結 果とい
うことで、毒性と 判断をしなか ったというと ころまでいき ました。そ の後ですけれ ども、
6カ 月の飲 水投与 の神経 に関す る所見 とヒト におけ る知見 の判断 のとこ ろなの ですが 、ヒ
トにおいて問題と なる知見では ないと判断し たというあた りは森田先 生からもコメ ントを
いただいたかと思うのですが、そのあたりを森田先生。
○森田専門委員

これは文章の 書き方として 、のここで言 われている 例えばラット の海綿

状変性とか神経系 形成変化とか アルミニウム の蓄積という のは、「ヒ トにおいて問 題とな
る知見でない」と いうことは言 えなくて、こ ういうことが 問題となっ てヒトで実際 にもい
ろいろな試験がさ れていて、知 見が出ている とも考えられ ます。先ほ ど新しい知見 も加え
られましたが、ヒ トでも有意な 結果も出てい ますので、「 ヒトにおい て問題となら ない」
とまで言ってしま うと言いすぎ で、現状とし て、ヒトでは まだ因果関 係が確定して いない
から、こういうラ ットの結果が 出ていても、 これが直ちに 安全性の懸 念にはつなが らない
ので、この所見を取らなかったという言い方のほうがいいと思いました 。
○梅村座長

先生 が御提案の 40ページ の頭のところ にある、ヒトにお ける安全性に 直ちに

懸念を示す知見ではないと判断したというあたりでいいかということで すか。
このあたりで祖父江先生はいかがですか。そのくらいの表現でよろし いですか。
○祖父江専門委員

その問題と なる知見では ないと判断す るのは行き 過ぎているよ うな気

がします。
○梅村座長

わか りました。森 田先生案をこ こは入れて書 き直したい と思いますが 、ここ

の点はよろしいですか。
その後、最後に 内分泌系のホ ルモンの減少 とかに関する ところまで はよろしいで すか。
その後の発がん性 が認められな いと判断をし たあたりは特 に問題はな いかと思いま すが、
よろしいですか。どうぞ。
○田中専 門参考 人

本 当に今 さらなの ですけ れども 、最終 的にN OAEL の根拠 となっ た雄

児動物の体重の増 加抑制及び腎 障害を根拠に というところ で、要する に腎障害は吉 田先生
あたりに聞いたほ うがいいので すかね。実際 に出ているの は水腎症と いわゆる病変 という
形なのですけれど も、gross所見 の尿管拡張で すとか水腎症 ですとか、あとは結石を 総称し
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て腎障害という表 現で、出ている ことは私も 十分これは毒 性と考えてい るのですけれ ども、
腎障害という表現 が、腎障害と言 うと何か、あ くまでも私の 感覚かもし れませんけれ ども、
機能的なものとい う感じがあっ て、例えば尿 量が変化した とか、今回 出ているのは 病変と
かいう表現のあれなのかなと思います。
○吉田委員

尿路 系は座長の御 専門なので梅 村座長のほう が多分よい 文言を。例え ば腎臓

への影響とか、そういったざっくりとした表現はいかがでしょうか。
○梅村座長

おっ しゃるとおり 、それのほう が正確かもし れないです ね。こちらの ほうも

直さないとだめですね。
○田中専門参考人

そうですね 。テーブルで すとか、もと の文章にも 全部腎障害と なって

いますので、そこをもし直していただけるのだったら、そのように全部 ということ で。
○梅村座長

ありがとうございます。

ほかにございま すか。よろしいです か。今は22行 目、発がん性が認 められないと 判断し
たところまでですね。
そうする と、次 にペー ジをめく って 2～ 21行 目まで ですけれ ども、 何かお 気づきの 点が
あれば。
○宇佐見専門委員

4行目から出て くるDESで すけれども 、これがわか りづらいので すが、

これは何ですか。普 通にDESと 見るとジエチ ルスチルベス トロールか なと思ってし まうの
で、大分前から出 てきているの ですけれども 、さっきから 探している のだけれども 、これ
は何なのかなと、ちょっとよくわからない。
○髙橋課長 補佐

DESにつ きまして は、初 出の 114ページに 透析脳 症症候群 として書 かせ

ていただいており ますので、以降 の記載には DESとして記 載させてい ただければと 思いま
す。今は間に合っ ていないので すが、通常、 評価いただい た後に略語 一覧を文末に まとめ
させていただきますので、そこに記載したいと思います。
○宇佐見専門委員

私の感覚だ と、章が変わ ったときは略 語について 再度記載した ほうが

良いと思います 。章だけを 読む人もい るかもしれな いので。特に DESなどはほかの 分野ご
とに結構違う訳語 になっている ことがあると 思うので、私 としては見 たときに頭に ホルモ
ンのことが浮かんでしまうということです。
○梅村座長

あり がとうござい ました。ただ 、略語の表が 出ますので 、そこで対応 してい

きたいと思います。ほかにございますか。
○宇佐見専門委員
○梅村座長

今は21行目までですか。

はい 。よろしい ですか。その後、23～ 30行目ま で、一日 摂取量の推計 等から

も転記になっていますけれども、何かございますか。
○宇佐見専門委員

26行 目ですけれど も、「小児、国民全体（一部、 成人全体のデ ータを

含む）」というの は全体に違和 感があって、 「国民全体（ 一部、）」 と来ると全体 なのに
一部なのかという のが来てしま うのですが、 多分これは一 部分は成人 全体のデータ を含む
という意味なので すよね。全体なのに 一部というの で、初出は 132ページの 3行目だ と思う
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のですけ れども 、そ の後に 表72とか 133ペー ジの 4行 目か ら、 133ペー ジは 3回 くらい 出て
くるのですが、全 体なのに一部 なのかと思っ てしまうので すが、成人 全体のデータ がこの
一部分を構成して いるときもあ るという意味 なのですよね 。そういう 理解で正しい のです
かという話です。
○髙橋課長 補佐

例 えば、宇 佐見先生 御指摘の 132ペ ージの表 72の 「①」～ 「⑦」の 項目

では、国民全体の 数値を示して いる場合と成 人全体の数値 を示してい る場合があり ますの
で、そのように書 かせていただ いております 。書き方につ きましては 、摂取量の担 当の先
生方から、現在の 案でよいとい ただいており ますので、修 正したほう がいいのかど うか、
また担当の先生と御相談をさせていただければと思います。
○宇佐見専門委員

それでいい のですけれど も、ただ、一 部というの が成人全体の データ

にかかるのか、国 民全体のほう に一部という のがかかって いるのかと いうのも今の 書き方
だとわかりにくい から、どうい う意味なのか なというのと 、ついでに ですけれども 、国民
全体というのは 1～ 6歳の 小児を含んで いるわけです ね。その辺は順番 だけを変えれ ばいい
のかもわからない ですけれども 、小児のみの 場合とか何か あったほう がわかりやす いのか
なと。ただ書き方の問題だけなので、その辺を検討していただければと 思います。
○梅村座長

ありがとうございます。

森田先生と西先 生、そのあた りは今もし御 意見があれば 、そのまま いただきます けれど
も。
○森田専門委員
○梅村座長

文章の表現の仕方だと思いますので、また。

よろしくお願いします。

「（ 3） 摂取量 の推計 等」の ところ までで すけれ ども、 ほかに ござい ますか 。ない よう
でしたら、食品健康影響 評価に入りま す。いかがでしょ うか。AかTかと いうところは 一応、
汚染物質も含んで の評価という ことでTと いうことにな りましたけれ ども、Dなのか Wなの
かというところで すけれども 、ここでは 蓄積性を勘案 してWで 行こうとい うことでT WIを
評価に用いたとい うことになり ますけれども 、そのあたり も含めて御意 見はございま すか。
よろしいですか。どうぞ。
○森田専門委員

その体内動態 のところで、 非常に半減期 が長く蓄積 する可能性が あると

か、長期間の摂取に よる影響を考 慮する必要 性があるとい う問題に、T WIにするこ とによ
って、それには答えていることになるのでしょうか。
○梅村座長

通 常そういうふ うに使いま すよね。蓄 積性のある 物質に対し てはWや 時には

Mを使ったりとかします。
○髙橋課長補佐

事務局から説 明させていた だきます。今 回の案を御 議論いただく に当た

りまして 、142ペ ージか らの四 角囲みの 真ん中 より少 し上から 、参考 として 評価指標 につ
いて書かせ ていた だきまし た。 EHCという リスク評 価の理 念が示さ れたWHOの資料 がご
ざいまして、143ペー ジの下から 2段落 目のところで すが、汚染物質に ついても記載 されて
おります。「F or contam inants」 の段落に、「 may accum ulate」と され、蓄積す る可能
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性のあるような 汚染物質に ついてT WIや Mを使う 場合がある とされてお りますので 、今回
の案としてはTWIというふうにさせていただいておりま す。
○梅村座長

森田先生、そのあたりはよろしいですか。

○森田専門委員

これでも十分 に書かれてい るのかもしれ ないのです けれども、そ ういっ

た蓄積の危険性と か長期間にわ たる影響につ いてはその知 見がそれほ どきちんと示 されて
いない、というよ うなことを書 き加えなくて もいいのかな という考え が少しありま す。そ
もそもこのミョウ バンというの は思った以上 にたくさん使 われていて 、今回基準を 改定し
ようということに なったものな のですけれど も、もちろん 添加物由来 以外にもたく さん摂
取源があってとい うこともある のですが、蓄 積する危険性 がある、特 に長期にわた って例
えば50年にわた って食べ 続けてい れば、吸 収されて 血中に 入る量の 400倍以 上の蓄積 があ
ると考えられると か、そういっ たことも書か れています。 TWIにする とか、いろい ろなこ
とが書いてあるの で、蓄積性の 危険などがこ れで十分理解 されるので あれば、この ままで
いいと思うのです けれども、注 意喚起的なこ とは書かなく ていいのか というのを少 し思い
ました。思ったよりも大量に添加物として使われるということも踏まえ て。
○梅村座長

それ はTWIとか を使うことと はまた別です よね。TWIはこうだけれ ども、そ

れにさらに何か提言を加えるのかどうかというあたりは別の議論にはな ると思いま す。
○山添委員

蓄積 性と言うとす ごく強い印象 があるのです けれども、実 際には吸収率 は1%

以下です。そんな にたまるわけ ではないです 。ただ、入っ たものは出 ていかない。 入る量
は少ない。だから 、蓄積という 概念とはちょ っと異質です 。老齢にな れば、出てい かない
ものが骨のところ にはたまって 出ていくけれ ども、体の中 全体として の量から言う と、そ
んなに増えている わけではない のです。そこ のところの解 釈は単純な 蓄積というイ メージ
で捉えるものでも ないので、こ のアルミニウ ムが非常に特 殊なのだと 思います。で は、こ
このところをほか の表現ででき るかというと 、ないので、量 的にそれが TWIで出し たもの
と例えば 1年で出 したも のとそ んなに 数値的 には変 わらな い。た だの換 算だけ で済む ので
あれば、実際のTWIでいいのではないかという考え方だ と思います 。
○梅村座長

よろ しいでしょう か。話がそれ てしまってい るかもしれ ないですけれ ども、

141ページの脚注 69番は 、「PT WIは蓄積性の ある汚染物質 に用いる指 標で」という ところ
の訳が「may」の印象が抜けてしまった。
○髙橋課長 補佐

ご指摘の とおり 、原文が 「m ay accumulate」です ので、 蓄積の可 能性

があるとの記載になるよう脚注を修正したいと思います。
○梅村座長

そ ういう意味も 含めての Wなのです よね。よろ しいでしょ うか。今、 山添先

生から御説明いた だいたように 、この蓄積の 危険性を調査 会として認 識したのであ れば、
提言していかなけ ればいけない のかもしれな いですが、そ ういう理解 ではないので 、あえ
てそういう ような 言葉を残 す必要も ないの かなとは 思いま す。ただ 、一方 でDよりWのほ
うが適しているという一面もあるということだと思います。どうぞ。
○佐藤委員長

こ れは何を週単 位にするのか 、月単位にす るのかとい うのは全体の 代謝の
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問題、biological half lifeの話と同時 に、どの ように食べて いるかとい うのも大きな 問題だ
と思うの です。 141ペー ジにた またまカ ドミウ ムの話 が書いて ありま すけれ ども、こ れは
TWIで出してい るのですが 、カドミウ ムなどはほと んど排泄され ない。biological half life
が30年とか 50年です から、入ったもの は全部蓄積し てしまって、アル ミの場合より もはる
かに蓄積性が高い のだけれども、主 要なばく露源 の摂取頻度な どを考えて、一生 で2 gと言
われても多分困る のです。でも 、そこから割 り算をして出 しているの です。ばく露 の頻度
とかばく露のモー ドなどによっ ても変えるこ とになるのだ ろうと思う のです。それ は実際
に食べているとき にどの程度の 頻度で、それ は頻度と言っ たらいいの かな、どうい う食べ
方をしているのか 。たまにぽこ っとばく露さ れるのか、あ るいは少し ずつばく露さ れるの
かというところも 効いてくるの だろうと思い ます。アルミ の場合には 摂取源を考え ると割
合広くあるけれど も、毎日毎日 食べているわ けでもなくて というよう なことで、週 くらい
が適当だろうという考えなのかなと思います。
○梅村座長

ありがとうございます。

ほかにございますか。事務局、どうぞ。
○髙橋課長補佐

脚注 70について 、これまでの 委員会の評価 でTWIを 用いたものと してカ

ドミウムを例に示 したのですが 、今のお話を 伺いまして、 逆に誤解を 与えるのかも しれま
せんので、例示を 記載する必要 があるかどう かも含めて、 事務局で検 討させていた だきま
す。
○梅村座長

ほか にありますか。 森田先生、 TWIだと添加 物として適 していないと いうよ

うなコメントをいただきましたよね。144ページの四角 囲みの中です 。
○森田専門委員

これは JECF Aの説 明を読んでい ると、そ もそも蓄積 するようなも のは添

加物としてふさわ しくないと書 いてあります ねということ だけだった ので。今、先 生方か
らお聞きして、カ ドミウムなど よりアルミは もっと普段の 食事に当然 含まれてくる ものな
ので、余り長い単 位にすると実 際のマネジメ ントを行うの は無理だと 思いますので 、そう
いう意味ではDayでなくてWeekというの が適切かなと 思います。
○梅村座長

ほか にございます か。JECF Aで もはじめは添 加物で評価 したのですけ れども、

そのときは最 初に ADIでずっと議 論が行わ れていたの ですけれ ども、一方 でそういう 汚染
もあると いう ことで 、 ADIとT DIと一 緒に あるの だった ら、当 然T DIと いう言 葉でい こう
ということで 話が進ん でいたと 記憶してい ます。T DIに 行ってし まったの で、では、 添加
物としての適性はないとか、そういう議論ではなかったかと思います。
ほかにございま すか。大丈夫 でしょうか。 一応最後まで 行ったので すけれども、 よろし
いでしょうか。今 の説明のこの 案に全体でも よろしいので すが、御意 見はございま すか。
よろしいでしょうか。
それでは、あり がとうござい ました。ただ いまの審議結 果を添加物 専門調査会の 審議結
果として、食品安全委員会に報告することにします。
評価書（案）の 取りまとめは 座長に御一任 いただきたい と存じます 。また、本日 の審議
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を踏まえ、評価書 （案）に盛り 込むべきとお 考えの事項に ついては事 務局に御連絡 をいた
だくようお願いい たします。ま た、事務局か らも言葉のと ころだった りとか、担当 の先生
にもう一度御意見 を伺うような こともあるか と思いますの で、どうぞ よろしくお願 いいた
します。これで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。

それでは、事務局から今後の進め方について説明してください。
○治田係長

御審議をありがとうございました。

先生方には、御 審議を踏まえ た評価書（案 ）ができ次第 その御確認 をお願いし、 座長に
報告取りまとめをお願いいたします。
取りまとめをい ただいた評価 書（案）につ きましては、 本専門調査 会の審議結果 として
委員会に報告をさ せていただき 、了とされま したら、ホー ムページ等 を通じてのパ ブリッ
クコメントの募集 とさせていた だく予定です 。いただいた 御意見等へ の対応につい ては、
座長と相談をすることとさせていただきたいと存じます。
○梅村座長

それ では、全般を 通じてでも結 構ですけれど も、何かご ざいましたら お願い

します。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でしょうか。
○髙橋課長補佐

次回の予定の前に御報告がございます。

本専門調査会で 御審議いただ きました、「 添加物（酵素 ）に関する 食品健康影響 評価指
針」及び「加工助 剤（殺菌料及 び抽出溶媒） の食品健康影 響評価の考 え方」につき まして
は、平成 29年 7月 18日の 食品安全 委員会 において 決定し、 同日付で 、厚生労 働省宛て に通
知いたしましたので、御報告いたします。ありがとうございました。
次回の会合につ きましては、 日程等が決ま り次第、御連 絡をさせて いただきます 。よろ
しくお願いいたします。
○梅村座長

それ では、以 上をもちまし て、第 163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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