食品安全委員会企画等専 門調査会
（第23回）議事録

１．日時

平成30年１月29日（月）

14:00～16:56

２．場所

食品安全委員会中会議室（赤坂パークビル22階）

３．議事
（１）平成29年度食 品安全委員 会が自ら行う 食品健康影響 評価の案件候 補の選定につ いて
（２）平成30年度食品安全委員会運営計画について
（３）平成29年度 食品安全委員 会緊急時対応 訓練結果及 び平成30年度 食品安全委員 会緊
急時対応訓練計画について
（４）その他

４．出席者
（専門委員）
川西座長、有田専門委員、畝山専門委員、浦郷専門委員、
大澤専門委員、鬼武専門委員、神村専門委員、小西専門委員、佐藤 専門委員、
髙岡専門委員、戸部専門委員、長田専門委員、中村専門委員、春名 専門委員、
松本専門委員、両澤専門委員、渡邉和久専門委員、渡邉美幸専門委 員、
（専門参考人）
原田専門参考人、横田専門参考人
（食品安全委員会）
佐藤委員長、山添委員、吉田委員、山本委員、石井委員、堀口委員
（事務局）
小平事務局次 長、松原総務 課長、吉田評 価第一課長、 筬島情報・ 勧告広報課長 、渡辺
リスクコミュニケーション官、池田評価情報分析官、橘評価調整官

５．配布資料
資料１－１

平成29年度自ら評価案件の決定までのフロー（案）

資 料１ －２

企 画等 専門 調 査会 にお ける 食品 安全 委 員会 が自 ら行 う食 品健 康影 響 評価
対象候補の選定の考え方

資 料１ －３

食 品安 全委 員 会が 自ら 行う 食品 健康 影 響評 価に 関し 企画 等専 門調 査 会に
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提出する資料に盛り込む事項
資 料１ －４

平 成29 年度 食 品安 全委 員会 が自 ら行 う 食品 健康 影響 評価 の案 件候 補 につ
いて（案）

資料２

平成30年度食品安全委員会運営計画新旧対照表（案）

資料３－１

平成29年度食品安全委員会緊急時対応訓練実施結果報告書（案）

資料３－２

平成30年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画（案）

資料４

いわゆる「自ら評価」案件の募集等の見直しについて

６．議事内容
○川西座長

ただいまから第23回「企画等専門調査会」を開催したいと思います。

本日は19名の専 門委員、２名 の専門参考人 が御出席の予 定なのです が、ぼちぼち と始め
させていただければと思います。
食品安全委員会からも６名の委員が御出席いただいております。
４名の専門委員 、後藤専門委 員、迫専門委 員、道明専門 委員、宮崎 専門委員が御 欠席、
それから、松本専 門委員がちょ っと遅れる、 あと、有路委 員は連絡が ないので多分 遅れて
来られるのではないかというところ、今はそういう状況です。
それでは、事務局から資料の確認をお願いします。

○松原総務課長

事務局総務課です。

資料１－１が「 平成29年度自 ら評価案件の 決定までのフ ロー（案）」、資料１－２ が「企
画等専門調査会に おける食品安 全委員会が自 ら行う食品健 康影響評価 対象候補の選 定の考
え方」、資料 １－３が「食品安全 委員会が自ら 行う食品健康 影響評価に 関し企画等専 門調査
会に提出する資料 に盛り込む事 項」、資 料１－４が「平成29 年度食品安 全委員会が自 ら行う
食品健康影響評価の案件候補について（案）」でございます。
資料２が「平 成30年度食品 安全委員会運 営計画新旧 対照表（案 ）」で 、末尾に別紙 １から
５まで及び参考１から４までが添付されてございます。
資料３－１が「 平成29年度食 品安全委員会 緊急時対応訓 練実施結果 報告書（案）」、資料
３－２が「平成30年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画（案）」でご ざいます。
資料４が「いわ ゆる「自ら評 価」案件の募 集時の見直し について(事 務局たたき台 )」で
ございます。
これらが事務局提出の資料でございます。
それから、本日 、机上にお配 り申し上げた のが鬼武専門 委員からの 資料でして「 いわゆ
る「自ら評価」案件の募集等の見直しについての意見」でございます。
不足の資料等はございませんでしょうか。

○川西座長

よろ しいでしょう か。審議の途 中で何か見当 たらないと いうことがあ れば、
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お知らせいただければと思います。
続きまして、議 事に入る前に 「食品安全委 員会における 調査審議方 法等について 」に基
づく事務局における確認の結果を報告してください。

○松原総務課長

事務局におい て、平成29年 11月29日の「 企画等専門 調査会」の資 料１－

３及びその後に提 出された確認 書を確認しま したところ、 委員会決定 に規定する事 項に該
当する専門委員はいらっしゃいません。

○川西座長

御提 出いただいた 確認書につい て相違はなく 、また、今 の事務局の報 告のと

おりでよろしいでしょうか。
それでは、今日の議事に入りたいと思います。
それから、先ほ ど申し上げる のを怠ったの ですけれども 、本日、川 島事務局長、 吉岡評
価第二課長がイン フルエンザと いうことで、 私の研究所で も大分休ん でいる状況で すけれ
ども、そのあたりは また事務局で 補っていた だいて、何とか というふう に考えており ます。
お大事に。
それでは、議事の「（１）平成2 9年度食品安 全委員会が自 ら行う食品 健康影響評価 の案件
候補の選定について」に入りたいと思います。
昨年11月の第22 回「企画等専門調 査会」では、
「残留ネオ マイシン摂 食による過敏 症誘発
リスク」、「ウエル シュ菌」及び 「アレルギー 疾患患者にお ける食品有 害微生物のリ スク評
価」の３件、これ は積極的に取 り上げようと いう声はあま りなかった のですけれど も、一
応継続審議にしま した。今日、 その中で案件 候補として選 ぶもの、あ るいは選ばな いとい
うことにするかの 審議をしたい と思いますけ れども、前回 の調査会で 継続審議にな った３
件について、疑問 点等々が残っ ていたかと思 いますので、 そのあたり を含めて事務 局から
説明をお願いしたいと思います。

○筬島情報・勧告広報課長

情報・勧告広報課長の筬島でございます。

それでは、資料１－４、A3の横紙に基づきまして説明させていただき ます。
前回、11月29日 の議論の際に 、A3横紙のNo .1、一番上に あります残 留ネオマイシ ン摂食
による過敏症誘発 リスクに関し て御質問をい ただきまして 、宿題にな っているもの がござ
いましたので、まずその説明をさせていただきます。
若干前回のおさ らいになって しまうのです けれども、こ の表の（６ ）と（10）の 関係で
御質問がございました。
（６）の関係につき ましては、大澤 専門委員から、
（ ６）危害要因 の情報としま して、下
の方の２つのポツ 、豪州 とWHOの資料が 載っておりま すが、その内容も 含めて食品安 全委員
会として評価がな されているの か。これは（ ９）を見てい ただきます と、食品安全 委員会
におきまして厚生 労働省からの 要請を踏まえ て評価中であ るというこ ともありまし て、そ
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ういう御質問をいただいております。
これに関しまし て、鬼武専門委員 から、一番下でご ざいますけれ ども、WHOのテク ニカル
レポートシリーズ（TRS ）の911の 後に918が出 ているのでは ないかとい うお話もいた だいて
おります。
それから、春名専 門委員から、
（ 10）のネオマ イシンの食品 中の残留基 準値ですけれ ども、
哺乳類を中心に記 載しておりま したので、家 禽類などのほ かの記載が ないのかとい うこと
の御質問等をいただいておりました。
その回答でござ いますけれど も、テクニカ ルレポートシ リーズにつ きましては、 鬼武専
門委員の御指摘が ありましたよ うに、911の 後に918が出て おりまして 、これが最新 のもの
でございます。評 価書案におき ましては、そ れを参照資料 として引用 しております 。この
評価書案につきま しては、先週 １月23日火曜 日の食品安全 委員会で了 承されて、現 在、パ
ブリックコメント中のものでございます。
また、豪州の情 報につきまし て確認いたし ましたけれど も、過敏症 に関する情報 はござ
いませんでしたので、評価書案には引用しておりません。
（10）のリスク 管理措置等の 残留基準に係 る記載に関し まして、家 禽類はなかっ たのか
ということでござ いますけれど も、
（10）を見ていただ きますと、下の 方までずらず らと記
載させていただい ております。 実はこれだけ あったのです が、前回は 「等」でくく ってい
たものですから、 家禽等につき まして御説明 ができません でした。実 際はこれだけ あると
いうことでございます。
前回の宿題につきましては、以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

ただいまの前回 の御質問、宿 題に関する説 明について、 御質問、御 意見等はござ います
でしょうか。
今、食品安全委 員会でパブリ ックコメント を行っている と思います が、ネオマイ シンの
動物薬としての評 価書を見ると 、ネオマイシ ンの摂食によ る過敏症の 文献はないと いう記
述があるかと思いますけれども、そういうことでしょうか。

○筬島情報・勧告 広報課長

さ ようでござい ます。前回少 し説明させ ていただきま して、

今回は申しわけご ざいませんが 省略させてい ただきました けれども、 評価書案には 御提案
のネオマイシンと 過敏症との関 係の記述もご ざいまして、 ネオマイシ ンが残留した 食品の
経口摂取やそれへ の摂食による アレルギー反 応や過敏症の 報告は確認 されていない と記載
しておりまして、この記載に関しましては、本件の御提案者の方も御了 承でござい ます。

○川西座長

ちょっとしつこくすみませんでした。

ほかに何かございますか。
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残留ネオマイシ ン摂食による 過敏症の誘発 リスクという 意味での課 題について、 やはり
リスク評価してほ しい、リスク 評価とは言わ ずとももうち ょっと調査 してほしいと いうよ
うなご意見はあり ますか。今お 聞きしている 限りだと、今 のところそ の関係では、 途中の
ものも含めて特段 ここで取り上 げるようなこ とはないよう に私自身は 感じましたけ れども、
いかがでしょうか。
では、この「残 留ネオマイシ ン摂食による 過敏症誘発リ スク」につ いて、今回取 り上げ
ることはないということにさせていただきます。
次に、２番目のウ エルシュ菌、これについて は特段に宿題 等々はあり ましたでしょ うか。

○筬島情報・勧告 広報課長

宿 題等はござい ませんでした 。おさらい のような形で 恐縮で

ございますけれど も、前回御説 明申し上げた ことをもう一 度説明させ ていただきま すと、
ウエルシュ菌によ る食中毒につ きましては、 皆様既に御存 じでいらっ しゃると思い ますけ
れども、給食施設 や仕出し屋の 弁当、旅館、 学校、飲食店 という大量 の食事をとる ような
場所の事案が多く なっておりま して、家庭で の食中毒はあ まり多くな い、比較的少 ないと
いう特徴がございます。
ウエルシュ菌の 場合は芽胞を つくることか ら、特に大量 調理する施 設での衛生管 理が課
題になっていると 認識しており まして、そう いう意味では 、本件は衛 生管理に係る 内容で
あると理解しているところでございます。
以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

これについてはいかがでしょうか。どうぞ。

○大澤専門委員

前回も申し上 げましたけれ ども、これに ついては事 務局の説明ど おり、

食品そのものとか 物質そのもの のリスクの話 ではなく、取 扱いであっ たりとか、作 業上の
衛生管理の話であることから、リスク評価には値しないのかなと考えて います。
ただし、これも 前回申し上げ たとおり、当 然ながらウエ ルシュ菌の 食中毒が発生 してい
るわけなので、取 扱い方法とか 、こういうこ とをすると増 殖するとか を、広く平易 に注意
喚起をするという内容かと思います。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

どうぞ。

○小西専門委員

同様の発言に なりますけれ ども、平成23 年11月24日 に出された食 品安全

委員会のウエルシ ュ菌食中毒に 関するファク トシートを拝 見して、そ の内容と、過 去に食
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中毒菌としてのカ ンピロバクタ ー・ジェジュ ニとか、リス テリア・モ ノサイトゲネ スの食
品安全評価での情 報とそう大差 ないレベルま でファクトシ ートの内容 が充実してい ること
から、大澤専門委 員のおっしゃ るような形で の情報発信の 問題、コミ ュニケーショ ンの問
題に注力すべきと考えます。
以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

よろしいですか 。私もこのフ ァクトシート を確認させて いただいて 、問題点、正 しい保
存の仕方等に関し てわかりやす くまとめられ た資料だと思 いました。 ということで 、今回
これをまたプラス アルファとし てリスク評価 を取り上げる ことについ ては、しない という
ことで、確認したということでよろしいですか。
ありがとうございます。
では、３つ目の「アレル ギー疾患患者 における食品 有害微生物の リスク評価」、こ れにつ
いては事務局から追加的に何かございますか。

○筬島情報・勧告 広報課長

ま た前回のおさ らいになるよ うな形で恐 縮でございま すけれ

ども、少し説明させていただきます。
本件につきまし ては、過去に 食品中のアレ ルゲンとして 御提案いた だいたものが ござい
ますけれども、そ ういうものと はちょっと異 なっておりま して、要請 内容のところ 、ある
いは危害要因に関 する情報とも 関係してくる のですが、そ こを抜粋す るような形で 簡単に
御説明申し上げま すと、特殊な マウスを使っ て行った実験 結果から推 測しますと、 アレル
ギー疾患患者がリ ステリア菌に 感染した場合 、健常者より 少ない菌量 で発症、重症 化する
おそれがあるので はないかとい うことでの御 提案と考えら れます。こ の根拠につき まして
確認させていただ きましたとこ ろ、残念なが らまだ論文化 されていな いということ で、科
学的根拠という点 で必ずしも十 分とは言えな いのではない かと考えら れたところで ござい
ます。
また、それを別 にした場合、 アレルギー性 疾患という特 殊疾患をお 持ちの方がリ ステリ
ア菌に感染した際 の話、つまり 感染症の話で はないかとい うことで前 回御説明申し 上げ、
御審議いただいたところでございます。
以上でございます。

○川西座長

事務 局からはそう いうこと、前 回の説明を繰 り返してい ただいたわけ ですけ

れども、これはいかがでしょうか。
確かにアレルギ ー疾患の患者 で食品有害微 生物へのリス クが高まる ということは 考えら
れないわけではな いかと思うけ れども、そう いう立場で、 ではリスク 評価をするか という
と、ちょっと違う 。そういう研 究は成り立つ かもしれない けれども、 食品安全委員 会での
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リスク評価対象ということではないように私自身は思うところですが、 よろしいで すか。
これで３件が誰 もいなくなっ た状態になっ てしまうので すけれども 、いずれにし ても３
年前からでしょう か、
「 自ら評価」について、い わゆるリスク 評価という ばかりではな くて、
ファクトシートを つくりましょ うとか 、幾つかの取 扱いのカテゴ リーに分けて「自ら 評価」
として取り上げる ということを 始めましたが 、今年度はこ の３つとも 、それにも当 たらな
いということで、今回の結論とさせていただきたいと思います。
このような内容で食品安全委員会に報告したいと思いますが、よろし いでしょう か。

（「はい」と声あり）

○川西座長

報告 の体裁等につ いては、私に 御一任いただ くほどの内 容があるわけ でもな

いように思います が、一応報告す るというこ とですので、御 一任いただ きたいと思い ます。
前回、鬼武専門委員 からも、
「自ら評価」の 今の募集の方 法を含めて 少し考えた方 がいい
のではないかとい う御意見をい ただきました 。それは今日 の最後に回 して、その他 のとこ
ろでもう一回、リビジットといいますか、そうさせていただければと思 います。
この予定表では1 0分間の休憩 と書かれてい ますが、今、 休憩をとっ てもバランス が悪過
ぎますので、大変恐縮ですが、次に入らせていただいてよろしいですね 。
では、議事の「（２）平成30年度 の食品安全委 員会運営計画 について 」の審議に入 りたい
と思います。
まず、事務局から御説明をお願いします。

○松原総務課長

事務局総務課 でございます 。資料２に基 づきまして 、御説明申し 上げま

す。
この資料でござ いますけれど も、新旧対照 表になってご ざいまして 、右欄が平成3 0年度
の運営計画案でご ざいます。こ れは、本資料 に添付されて おります参 考１の平成30 年度予
算案、参考２の前 回会合におけ る主な意見な どを踏まえた ものでござ います。当課 からの
説明は、時間の都 合もございま すので、新し く掲げてはど うかと思わ れる点を中心 に御説
明申し上げます。
なお、リスクコ ミュニケーシ ョンに関する 事項につきま しては、別 途、詳しい資 料を御
用意しておりますので、後ほど情報・勧告広報課から御説明申し上げま す。
資料２の１ペー ジ第１の「（２）重点事 項」でございますけ れども、最初の「食品 健康影
響評価の着実な実 施」について は、前回会合 において御報 告したとお り、構造活性 相関に
ついて、平成29年 ６月30日に評 価技術企画ワ ーキンググル ープにおい て取りまとめ が行わ
れてございますの で、これに基 づき、リスク 評価への活用 を検討する 旨等を掲げて ござい
ます。
３番目の研究・ 調査事業につ いては、委員 会において平 成22年12月1 6日に決定さ れ、平
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成27年３月31日に 直近の改正が 行われた「食 品の安全性の 確保のため の研究・調査 の推進
の方向性について」、私ど もはいわゆる ロードマップ と申してお りますけれど も、こ れらの
文書を踏まえまし て、評価方法 の企画・立案 等、多様な目 的に活用す る旨を明確に してご
ざいます。
２ページの４番 目、海外への 情報発信等に ついてでござ いますけれ ども、委員会 活動の
周知ですとか委員 会の機能強化 といった点の みならず、国 際社会への 貢献といった 観点も
重要である旨を掲げてございます。
３ページの第３ の「２

評価 ガイドライン 等の策定」に ついてでご ざいますが、 これま

で作成した評価書 を迅速に参照 できる仕組み を導入するこ ととしてお ります。また 、アレ
ルゲンを含む食品 について、前 回会合におい て御説明した とおり、研 究事業で作成 した評
価ガイドラインの たたき台を基 に、アレルゲ ンを含む食品 に関するワ ーキンググル ープに
おいてガイドライ ンの検討を進 めてまいりま す。さらに、 前回会合に おいて御発言 があっ
た動物用医薬品の 評価に係る評 価ガイドライ ンの策定につ いて検討を 進めるととも に、ベ
ンチマークドーズ 法、食中毒原 因微生物の定 量評価に資す る技術等に ついて、リス ク評価
への活用方策の検討を進めてまいります。
３の「（２）「自 ら評価」の実 施」のうち、 アレルギー物 質を含む食 品についてで ござい
ますけれども、４ ページに掲げ てございます とおり、また 、先ほど御 報告申し上げ たとお
り、評価ガイドラインの検討を進めてまいります。
また、卵及び乳 に関して、前 回会合で御報 告したとおり 、調査事業 で収集等を行 った知
見を活用し、調査審議を開始いたします。
さらに、麦類及びそば類について調査事業を実施いたします。
「（３）『自ら評 価』の結果の 情報発信等」 については、 Facebookで の情報発信等 を明確
にしてございます。
「第４

食品健 康影響評価の 結果に基づく 施策の実施状 況の監視」 については、 実施状

況の調査及び食品 の安全に関す る調査等を把 握するための アンケート 調査に関する 見直し
を行ったところでございまして、引き続き、着実な実施を図ってまいり ます。
「第５

食品の 安全性の確保 に関する調査 ・研究事業の 推進」につ いても、先ほ ど申し

上げたとおり、いわゆるロードマップを踏まえ、着実な実施を図ってま いります。
６ページからの 「第６

リス クコミュニケ ーションの促 進」につい ては、冒頭申 し上げ

ましたとおり、後ほど情報・勧告広報課から御説明申し上げます。
８ページの「第 ７

緊急の事 態への対処」 については、 次の議題に おいても御議 論いた

だきますけれども 、体制の整備 及び訓練の実 施を着実に行 うことによ り、適切な対 処に備
えます。
また、９ページ の「第８

食 品の安全性の 確保に関する 情報の収集 、整理及び活 用」に

ついては、引き続き、所要の情報の収集等を着実に行ってまいります。
第９「（１）国際会議等」につい ては、現在のとこ ろ、掲げられてい るような会議 等へ委
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員等を派遣してまいります。
（３）
「海外の食品安全機関 等」とは、特に10ペー ジに掲げられ ているとおり、デ ンマー
ク工科大学との文書の締結を検討いたします。
当課からの説明は、以上でございます。
引き続き、冒頭申し上げましたとおり、情報・勧告広報課から御説明 申し上げま す。

○筬島情報・勧告 広報課長

そ れでは、引き 続きまして、 情報・勧告 広報課から説 明させ

ていただきます。 資料は、お手 元の資料２の 後ろに参考、 別紙等がつ いているかと 思いま
すけれども、その中の 参考３を使い ます。A4の横紙の「『平 成30年度食 品安全委員会 運営計
画』補足資料」、情報・勧告広報課 の名前が入っ ているもので ございます 。よろしい でしょ
うか。
１枚おめくりい ただけますで しょうか。目 次を記載して ございます 。今回の資料 につき
ましては、資料２ の第６のリス クコミュニケ ーションの促 進の関係を 現状と課題と 対処方
針という三段表の形で整理しているものでございます。
改訂のポイント を最初に少し だけ説明させ ていただきま すと、大きく は３点ござい ます。
１点目は、前回 の「企画等専 門調査会」の 際に御説明申 し上げた資 料の最後に、 デルフ
ァイ法を使った結 果というもの をつけさせて いただいてお りました。 専門委員の方 々、食
品安全モニター、 地方公共団体 の食品安全の 担当者の大き く３つのグ ループに対し てリス
クコミュニケーシ ョンを行う際 の優先順位が 高いものはど ういうこと かということ を御質
問して、整理した ものがござい ます。その結 果を、意見交 換会を始め としまして、 情報提
供の各種ツールの 提供テーマに 連動させる、 要は柱として １本立てる ということで す。そ
のデルファイ法の資料はここにはございません。
２点目は、情報 提供の迅速性 とニーズとい うことを考え たときに、 紙媒体で提供 すべき
情報は何かということを検討したいというものでございます。
３点目は、２点 目とリンクし ますけれども 、紙媒体で提 供している 情報のうち、 迅速性
が求められるとか 、あるいはニ ーズが高いも のにつきまし て、ホーム ページやFaceb ook、
メールマガジンでも提供していきたいというものでございます。
引き続きまして 、資料に基づ きまして具体 的に御説明申 し上げます けれども、説 明の順
番を変えて恐縮で すが、２ペー ジ目の「紙媒 体を通じた情 報の発信」 を開けていた だけま
すでしょうか。こ こでは季刊誌 と食品安全委 員会のPRの冊 子、それ以 外のパンフレ ット等
について記載をし てございます 。まず 、現状 のところを見 ていただきま すと、季刊誌の「食
品安全」は年４回 出しておりま すけれども、 その中身はこ この６種類 、①から⑥と いう形
になっているところでございます。
ただ、課題のと ころを見てい ただきますと 、幾つか課題 がございま す。メイン記 事であ
る特集の難易度に 幅があるので はないかとい う話、紙媒体 では情報提 供時にタイム ラグを
生じるものがある のではないか という話、キ ッズボックス に対しては ニーズが高い という
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御評価をいただい ています。そ れから、アン ケートをしま したところ 、紙媒体は不 要等の
御意見が半数以上 見られたこと がございます ので、発行を 見直さなけ ればならない 、そう
いう課題への対応について検討をしたいというのがこのペーパーでござ います。
それをまとめま したのが、右 側の青のとこ ろで書いてお ります対処 方針になりま す。ま
ず、季刊誌を年誌 、アニュアル レポートとい うような形に 変えたいと いうのが１番 目でご
ざいます。現在、 季刊誌の中に 入っている① から⑥のうち 、①、③、 ④、⑥をこの 年誌に
盛り込む形としま して、②のリ スク評価の窓 は、ホームペ ージにおい てわかりやす く説明
したいと思ってお ります。ここ はホームペー ジのところで また後ほど 説明させてい ただき
ます。④のリスク コミュニケー ションの結果 につきまして も、Faceboo kやホームペ ージで
速やかに情報提供するという形に変えさせていただきたいと考えており ます。
２番目にキッズ ボックス、対 処方針の真ん 中からちょっ と下ぐらい にありますリ ーフレ
ットや冊子で出し ているもので ございますが 、ここはニー ズの高さを 踏まえまして 、掲載
頻度を増やすとと もに、メール マガジンとも 連動させまし て、冊子と しての配布は ニーズ
のある場所を対象として行うという風に、少し変更していきたいと思っ てございま す。
食品安全委員会 の冊子につき ましては、日 本語版、英語 版ともに最 新版に改訂し 、配布
してまいりたいと考えてございます。
その他のところ でございます 。これはパン フレットやリ ーフレット の問題でござ います
けれども、ここに ありますよう に、紙媒体で の情報提供が 効果的であ る場合におい て、配
布形態も含め、波 及効果を検討 の上、作成・ 配布すること としたいと いうことで、 効果な
どを考えていきたいということでございます。
１枚目に戻って いただきたい のですが、続 きまして「イ ンターネッ トを通じた情 報の発
信」でございます 。現状につき ましては、Fa cebookの数字 を新しいも のに変えただ けでご
ざいまして、前回 とは変わって おりません。 課題につきま しても、前 回御説明申し 上げて
いる中身でございますので、対処方針を中心に説明させていただきます 。
まず、ホームペ ージですけれ ども、先ほど もちょっと説 明いたしま したが、キッ ズボッ
クスの記事を充実 するというこ と。季刊誌に 載っておりま した専門調 査会の紹介を わかり
やすくホームペー ジの上でも行 っていくとい うこと。見や すさ、ある いはわかりや すさと
いう観点から過去の情報を整理していくというのがホームページ関係で ございます 。
Facebookにつき ましては、本 年度、投稿指 針を定めて、 適時・適切 な記事を発信 すると
いう取組を行って おります 。大きな柱 としては 、特に① 、② 、③の３つ がございます ので、
この３つに留意し つつ、引き続 き、適時・適 切に行いたい と考えてお りますし、３ 番目の
ポツでございます けれども、必 要に応じまし て、英訳の記 事を発信す るということ を考え
たいと思っております。
ブログにつきま しては、引き 続き、食品安 全に係るタイ ムリーな情 報発信に努め てまい
りたいと考えております。
メールマガジン につきまして は、月に２回 、解説的な記 事を発信す る読み物版と 、食品
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安全委員会の活動 を週１回発信 するWeekly版 がございます けれども、 読み物版につ きまし
ては、効果的な情 報発信という 観点から、デ ルファイ法の 結果を踏ま えるとともに 、キッ
ズボックスのテー マと連動した テーマ設定を 行いまして、 Weekly版に つきましては 、より
見やすいということから簡潔な内容で発信していくようにしたいと考え ております 。
一番下のYouTube でございます 。これは昨 年11月に公式Y ouTubeを開 設しておりま す。中
身は、今、食品安 全委員会の主 催講座でござ いますので、 引き続き掲 載していきた いと考
えております。た だ、別途、手 軽に勉強した いという方の ニーズもあ りますので、 コンテ
ンツの作成を検討 してまいりた いと考えてご ざいます。こ こがインタ ーネットを通 じた情
報の発信関係でございます。
続きまして、３ ページ目「関 係機関・団体 と連携した科 学的な知識 の普及啓発」 でござ
います。
現状と課題につ きましては、 前回御説明申 し上げたもの と変わって おりませんの で、対
処方針を中心に説明させていただきます。
まず、主催する 講座物、一番 左にございま すように「精 講：食品健 康影響評価」 と「み
んなのための食品 安全勉強会」 と２つござい ますけれども 、そのテー マ設定に当た りまし
ては、デルファイ 法の結果を踏 まえることと しまして、「 みんなのため の食品安全勉 強会」
では、デルファイ 法の結果であ りますリスク アナリシスの 基本概念を 必ず説明する こと。
それから、デルフ ァイ法におき まして、専門 家からの御指 摘がござい ました自然毒 による
食中毒につきまして、必ず情報提供していくということを考えたいと思 っておりま す。
続 きま して 、高 校生 や 大学 生な どの 若い 方へ の 普及 啓発 にな りま すけ れ ども 、こ こは
FacebookですとかY ouTubeが効果 的だと思い ますが、それ以 外に訪問学 習というもの を受け
入れておりますの で、それを積極 的に受け入 れることで、若 者の摂取に 見合った情報 提供、
例えばカフェイン の関係につい て御理解いた だくようにす るとか、そ ういうことを 引き続
き行いたいと考えております。
次が、連携して 行う意見交換 会でございま す。まず、リ スク管理機 関との連携の 部分に
つきましては、現 在、厚生労働 省や農林水産 省、消費者庁 と連携して 行っておりま すけれ
ども、テーマごと に食品安全委 員会の立場を 明確にして、 必要な情報 提供等を実施 してい
きたいと考えております。
昨年、こども霞 が関デーを消 費者庁と初め て共催いたし ましたので 、これも引き 続き行
いたいと考えております。
地方公共団体、 マスメディア ・消費者団体 ・事業者団体 ・関係職能 団体との関係 につき
ましては、最初の ポツですけれ ども、食品安 全委員会が対 応できる意 見交換会や講 師派遣
の内容をメニュー 化してお伝え していきたい と考えてござ います。今 、御要望を踏 まえて
対応させていただ く部分もござ いますけれど も、そうした 場合に、私 どもが御説明 し、理
解いただきたい内 容とご要望の テーマとの間 に若干ずれが 生じること もありますし 、ある
程度プッシュ型で 提案させてい ただいた方が 効率的・効果 的にできる のではないか という
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ことから、メニュー化等をしていきたいと考えております。
２番目のポツで ございます。 知識の伝え方 についてもと いうことで ございますが 、ここ
は地方公共団体と 連携して行う ような場合が 特に該当して まいりまし て、地方公共 団体自
らもリスクコミュ ニケーション を促進してい ただくために は、意見交 換会において 伝え方
についてもお伝え し、それに踏 まえて取り組 んでいただく ことが重要 だろうという のがこ
の中身になってございます。
３番目は、リス クアナリシス の基本・概念 についての資 料を提供し て、実地で活 用して
いただけるようにしていこうというお話です。
４番目は、学校 教育関係者が 指導の際に活 用できる食品 安全に関す る教材（副読 本）の
作成ということで ございます。 先生方がお忙 しいのは十分 理解してお りますので、 先生方
が指導の際に気軽 に使えるよう なものをつく っていきたい というのが ４番目の中身 になっ
てございます。
最後は学術団体 でございます けれども、引 き続き、関係 学会の専門 性に応じまし て、発
表と連動したブー ス展示を行い たいと考えて いるものでご ざいます。 今年度におき まして
行いましたように 、リスクアナ リシス講座を ２つに分ける とか、そう いう大きなも のでは
ございませんけれ ども、冒頭申 しました３つ の観点から、 次年度につ いて意見交換 会ある
いは情報発信について取り組んでいきたいというものでございました。
以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

それでは、ま ずは、運 営計画を主体 にした質問 ということで はいかがでし ょうか。はい。

○有田専門委員

有田です。資 料２の重点事 項の①のとこ ろで質問で す。(Q)SARに ついて

「新たな時代に対 応した評価技 術の検討」と いうことで書 かれている のですが、(Q) SARに
ついてはまだ化学 物質の評価に は使えないと いうことも聞 いています 。十分に活用 できる
ということで(Q)SARをここに入れられたのかどうかをお聞かせいただき たいと思い ます。

○川西座長

いかがでしょうか。どうぞ。

○吉田評価第一課 長

御質問ど うもありがと うございます 。ここに書 きましたこと は、昨

年６月30日に評価 技術企画ワー キンググルー プで決定され た今後の新 しい評価技術 をリス
ク評価に応用して いくという報 告書がござい まして、これ に基づいて 、来年度以降 も対応
していきたいということでございます。
その中で、委員 御指摘のとお り、(Q)SAR、 リードアクロ スなどをこ れから検討し ていこ
うとしているわけ ですが、大き く２つ問題が ありまして、 １つはデー タベースが十 分なも
のがあるのかどう かということ と、それを使 った評価支援 ツールが食 品のリスク評 価に使
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えるのかという、その２つの問題が短期的な問題として挙げられており ます。
したがいまして 、30年度につ きましては、 その中でもデ ータベース が揃っている と言わ
れている遺伝毒性 などを中心に 、評価支援ツ ールがどうい った形で食 品のリスク評 価に使
えるのかというこ との検討を進 めていく。そ れから、その ほかの反復 投与毒性であ るとか
そういったものに ついては、デ ータベースの 更なる拡充で あるとか、 そういったよ うなこ
となども検討が必 要と考えてお りますが、そ ういったこと を調査事業 あるいは研究 事業な
ども併せて検討を進めていきたいと考えているところでございます。

○川西座長

よろ しいですか。 今日、今まで の動物試験等 でわかるこ とが(Q)SARで すべて

わかるかというと 、そこまでの ことはないの ですけれども 、そのため のベースを今 まさに
完成させようとし ている。特に 遺伝毒性に関 しては、整理 されている 部分は相当整 理され
つつあるのではないかと聞いておりますが。

○有田専門委員

( Q)SARについ ては数年前か らリスク評価 で非常に期 待をしていた のです

が、まだ十分に使 えないという 報告を昨年ぐ らいに聞きま した。化学 物質の有害性 評価で
そういう報告もあ りましたので 、どの程度評 価に使えると お考えにな って取り入れ られた
のかと思い、質問させていただきました。

○川西座長

山添先生。

○山添委員

御質問をいただいて、ありがとうございます。

従来、毒性の評 価というのは 、ある一つの 化合物につい て言います と、その化合 物につ
いてのデータを集 めてきて、そ れで評価をす る。ただし、 それは再利 用するという 考えは
全くなかったので すね。たくさ んのものをこ れまで評価し てきた結果 、先ほど吉田 課長か
らもありましたよ うに、データ ベースとして 整備をすると いう話があ りました。そ ういう
ことでデータを蓄 積したものを 使って、従来 では完全に網 羅できない ところ、資料 が欠け
ているようなもの についても、 そういうデー タベースを使 って保管す ることで迅速 化を図
って評価をしてい こうというこ とで、まるっ きり(Q)SARだ けに依存す るという考え 方では
なくて、補完をするということで使っていきたいというのが主な趣旨で あります。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかに資料２に関して、いかがでしょうか。
ちょっと私から 、３ページ目 の「２

評価 ガイドライン 等の策定」 で、本文が「 また、

これまで作成した 評価書を迅速 に参照できる 仕組みを委員 会事務局に 導入し、評価 書案の
作成の効率化に資 する」となっ ていますけれ ども、これは 事務局内で 使うためのシ ステム
ということで、一般の方が使うということではないのですか。
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○吉田評価第一課 長

御指摘ど うもありがと うございます 。このこと につきまして は、今

後も引き続き検討 の余地はあろ うかと思いま すが、当面こ こに書きま した内容は、 これま
で事務局で評価書 をつくるとき には、ハザー ドごとに事務 局の各担当 が評価書案を つくっ
て、食品健康影響 評価の作業を やっていたと いう実態がご ざいます。 ただ、ハザー ドを越
えても毒性プロフ ァイルが似て いるとか、あ るいは過去の 評価で参考 になるという 事例は
実はたくさんある わけでござい ます。そうい ったものをま ずは事務局 の中でより効 率的に
参照できるように するためには 、過去の私ど も食品安全委 員会で評価 しました評価 書をデ
ータベース化いた しまして、そ れで一定の要 件を満たすも のを迅速に 検索し、まず は事務
局の中の評価書案 づくりを効率 的にできるこ とを目指す形 で、この事 業を進めてい るとい
うことでございます。
セキュリティー の問題とかの 課題は多々ご ざいますので 、それをど う発展させる かは引
き続きの検討でご ざいますが、 まずは事務局 の中で評価書 案を効率的 に作成するた めに、
この事業を進めているという状況でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかに何かございますか。有田専門委員。

○有田専門委員

同じところな のですが、
「 農 薬の評価に係 る評価ガイ ドラインの策 定につ

いて検討を進める 」と書かれて いるのですが 、農薬取締法 の関連で、 多分、今まで の評価
方法と変わってくる可能性があり、その関連を考えてということなので しょうか。

○吉田評価第一課 長

御指摘ど うもありがと うございます 。まず、御 質問の趣旨に ストレ

ートに答えますと 、ここに書い ている内容に ついては、一 義的には従 来から私ども として
は評価ガイドライ ンをつくると いうことがこ れまで求めら れていたわ けでございま す。そ
れで、動物薬とか 飼料添加物な どの評価ガイ ドラインは調 査会での議 論が進んでい る状況
でございますが、 農薬について も、まだ調査 会までかかっ てございま せんのでこう いう表
現ぶりになってお りますが、一 般的な評価ガ イドラインの 策定を進め ていきたいと いう趣
旨でございます。
ただ、その中で 、今、委員御 指摘のとおり 、農薬につい ては農薬取 締法の改正に 向けて
動きがあると承知 しております 。したがいま して、その動 きによりま しては、当然 この評
価指針を急いで策 定する必要は 出てくるだろ うと思ってお りますので、そういう意味 では、
農薬取締法の改正 が行われれば 、必ず早急に これをつくら なければい けないという 認識の
もと、来年度の計画に基づいて鋭意対応していきたいと考えているとこ ろでござい ます。
以上でございます。
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○川西座長

よろしいですか。

どうぞ。

○鬼武専門委員

評価ガイドラ インについて は、私が前回 御要請させ ていただいた 件であ

りまして、食品安 全委員会が200 3年にできて 、微生物の評 価ガイドラ インとか各種 ガイド
ラインをつくって いるのですけ れども、その 中で、旧来ほ かの省庁で 評価指針とい うもの
があって、こちら でまだ公にな ったガイドラ インがないの で、それは 早急につくっ てもら
うという趣旨で私 は要請して、 この中に前回 、両課長(評 価第一課、評 価第二課)か ら各種
ガイドラインとい うことで、特 に農薬と動物 用医薬品につ いては評価 ガイドライン を早急
に検討したいという回答をいただいたと私は理解しています。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかにございますか。どうぞ。

○吉田委員

農薬を担当しております吉田です。

今、課長からお 話がありまし たように、農 薬担当として も鋭意努力 をして、良い ガイド
ラインをつくりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします 。

○川西座長

ありがとうございます。期待しております。

ほかにございますか。
個人的に聞けば いいことかも しれませんけ れども、10ペ ージ目の「 海外の食品安 全機関
等との連携強化」 で、デンマー ク工科大学と の協力文書の 締結とある のですけれど も、私
はデンマーク工科 大学が何に強 いかというの を知らないの ですが、こ れは何を目的 とした
ものなのでしょうか。

○松原総務課長

デンマークに つきましては 、薬剤耐性菌 の分析等に 強みをお持ち である

と承知しています。
また、これまで もワークショ ップを協力し て企画したと いう経緯が ございます。 そうい
ったことも踏まえ まして、今般 、より体系的 な形で協力を 恒久化して いこうという ことで
文書の締結を考えているものでございます。

○川西座長

これはもちろん政府機関ではないわけですね。

○松原総務課長

政府機関では ございません が、デンマー クにおきま しては、政府 の中で

主として食品健康 影響評価を担 う機関はなく 、デンマーク 工科大学が 、中核的な大 学の一
つとして事実上そ ういった機能 を担われてい ることから、 同大学と文 書の締結を検 討する
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という形になっております。

○川西座長

ありがとうございます。

それでは、資料 ２はまた何か ございました ら、そのとき でも結構で すけれども、 リスク
コミュニケーショ ン関係で、私 は説明を聞い ていて非常に 充実してき ているなと感 じさせ
ていただいたので すが、それでも こういう工 夫をしたらと いうような御 意見等々があ れば、
いかがでしょうか。先ほどの資料 ３を中心と した御説明に ついて、何か 質問あるいは 要望。
どうぞ。

○両澤専門委員

お願いいたし ます。リスク コミュニケー ションは、 本当に充実さ せてい

ただいて心強いな と思いました 。ただ、私の 身近な一般消 費者の中で は、まだまだ 科学的
な知識の更新がな かなか進まず に、天然のも のが安全で、 化学合成さ れたものは危 険であ
るという考え方が本当に当たり前のようにあります。
ですので、これ は学校教育の 副読本にすご く期待すると ころなので すが、若いう ちに学
校現場で、分子構 造が同じなら ば同じ物質な のだよという ところをど こかできちん と抑え
ないと、なかなか 科学的知識の 更新が進まな いし、リスク コミュニケ ーションもな かなか
深まらないような 気がします。 家庭科の先生 たちの中でも そのように 認識している 方は少
数だと思いますの で、副読本の 中で押さえて いただけるも のかどうか はわからない のです
が、非常に期待し たいところで すし、学校現 場にも働きか けていただ けたらいいな と思い
ます。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

今の御意見につ いて何かコメ ントはござい ますか。ちょ っとそこま で食品安全委 員会が
という部分も中に はあるかと思 いますけれど も、科学的な 基本的な部 分をというこ とにな
ろうかと思います 。この副読本 、学校教育関 係者が指導の 際に活用で きる食品安全 に関す
る教材というのは 、そこまでの ことは恐らく 想定していな いのではな いかと思うと ころで
すけれども、これはあくまで教師用の副読本ということなのでしょうか 。

○筬島情報・勧告 広報課長

さ ようでござい ます。先生方 は特にお忙 しいというこ とで、

前回、委員からお 話がございま したので、使 っていただい て、より効 果的・効率的 に生徒
さんにお話いただ けるような資 料が求められ るだろうとい うことから 、今回、こう いう取
組を行いたいと考えているものでございます。
それ以外につき ましては 、先ほどち ょっと申し上 げましたよう に、Yo uTubeとかで1 0分と
か15分ぐらいのも ので比較的手 軽に学べるも のをつくって 、動画を見 ていただくと いうこ
とも兼ねていきた いと考えてお りますし、中 学生、高校生 ですと、訪 問学習という 形で食
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品安全委員会に来 ていただいた 際にわかりや すく説明する など、でき るところから 取り組
んでいきたいと考えております。

○川西座長

はい。

○両澤専門委員

すみません。 身近な方たち と話している とつい焦っ てしまうもの ですか

ら、このような意 見を出してし まったのです が、本当にい ろいろな形 でどこかで振 れなが
ら、リスクコミュニケーションを進めていただければと思います。
以上です。

○川西座長

有田専門委員、何か。

○有田専門委員

いろいろな形 で改善されな がら進めてい るというこ とは理解して いるの

ですが、1990 年代の初め からリスクコ ミュニケーシ ョンに関わっ てきた者とし ては、
「情報
発信」が「リスク コミュニケー ション」とい うのが気にな ります。本 当の意味のコ ミュニ
ケーションという のは、情報発 信するだけで はなく相手の 意見も受け とめて意見の キャッ
チボールができる ということだ と考えていま す。キッズの ところにわ かりやすい情 報を発
信しながらもコミ ュニケーショ ン能力が高く なっていくよ うな形がと れるというこ とが一
番望ましいかと思いました。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。

○渡邉（美）専門委員

２ペ ージ目で「キッズ ボックス（リーフレ ットor冊子）」と 書いて

あるのですけれど も、私は７年 ぐらい食品安 全モニターを やっていた のですが、初 めのこ
ろにDVDかCDかわか らないですけ れども、ぜひ 使ってくださ いみたいな ことで送られ てきた
のです。家で探し たのですけれ どもなかった のですが、も うそういう ものは作らず に、そ
ういう場合はYouTubeを見てくださいということに今はなっているので しょうか。

○筬島情報・勧告 広報課長

DVD はまだ引き 続き貸し出し を行っており ますけれども 、DVD

はどうしても借り られた方、あ るいはその周 りの方という 形で見るこ とができる方 が限定
されてしまうので すが、YouTube ですともっと 多くの方に見 ていただけ る可能性があ ります。
そういう意味では 、YouTu beの効果 、見やすさ という点で資 料をつくっ ていきたいと 思って
いるところでございます。
ただ、DVDは 既存のものが ありますので 、そこは今 、切り張 りするなりし て、見や すいも
のをつくっています。
17

○渡邉（美）専門 委員

では、 もし、借りた いのだけれど もという場 合は、食品安 全委員

会に言えば貸し出しがされるということですか。

○筬島情報・勧告 広報課長

さ ようでござい ます。ホーム ページにご ざいまして、 そこで

クリックしていただいて、お申し込みいただければ、お貸しする形にな っておりま す。

○渡邉（美）専門委員

○川西座長

わかりました。

ほかに。

では、浦郷専門委員から。

○浦郷専門委員

情報発信とい うのはすごく 大事なことだ と思います 。今回、紙媒 体の情

報を少し変化させ て、あとはホ ームページと かFacebook、 メールマガ ジンなどを充 実させ
るという計画になっていて、とてもいいと思います。
情報をとにかく 知ってもらう ために発信す るというのは とても大事 なことなので すけれ
ども、受け手側の 消費者は、情 報が多過ぎる と、何を受け 取ればいい のか、また選 択する
のが難しくなって きて、情報が あり過ぎると キャッチがで きなくなっ てきてしまい ます。
自分の興味関心の あることは受 け入れるけれ ども、あとの ものはみん なスルーして しまう
ということはあり ます。でも、 やはり確実に 受け取ってほ しい情報と いうのはある と思い
ますので、そこら 辺、きちんと キャッチして もらえるよう な工夫をし ていただきた いと思
います。
それにはやはり 、ぱっと見て 見やすいとか 、読みやすい とか、わか りやすいとい うのは
すごく重要だと思 うのです。キ ッズボックス がとても人気 があったと いうのは、や はりと
てもわかりやすい し、誰もが読 みやすいとい うのがあった からだと思 います。そこ ら辺の
ところを何とか工 夫して、皆さ んに情報をキ ャッチしても らうように していただき たいと
思います。
それから、YouTu beにしても、 YouTubeに上 げたからとい うことで、 こちらから発 信した
ことになっても、そ れを見てもら わないこと には伝わらな いというとこ ろがあります ので、
YouTubeに 上げて いるよ という こと をいろ いろな とこ ろで発 信して もらう よう な工夫 もお
願いしたいと思います。
以上です。

○川西座長

何か今の御意見に対して。どうぞ。

○筬島情報・勧告 広報課長

御 指摘をいただ きまして、ど うもありが とうございま す。御
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発言を踏まえまし て、より使っ ていただける 、見やすいと いう観点か ら取組を深め てまい
りたいと思っています。
あと１点、Faceb ookの関係で 、昨年から投 稿指針を定め て取組を強 化しているわ けでご
ざいますけれども 、対処方針の ポツを見てい ただきますと 、２番目の ところに出す 内容と
しまして、機動的 対応が必要な もの、例えば 食中毒案件で 死者が出た とかいうもの は関係
省庁と連動して速 やかに出すよ うにしており ますし、季節 性がある注 意喚起、例え ば夏場
でしたらかびだと か、あるいは 食中毒が始ま ったとか、秋 であれば毒 きのこの関係 、冬で
あればノロウイル ス、春であれ ば山菜の自然 毒の関係であ りますとか 、そのような 注意喚
起を行うことも心がけております。
繰り返しになり ますけれども 、今の浦郷専 門委員の御指 摘等も踏ま えまして、よ り見て
いただける、よりわかりやすくといった観点から発信等を心がけたいと 思っており ます。

○川西座長

ありがとうございます。

では、鬼武専門委員。

○鬼武専門委員

リスコミの今 後の対処方針 のところで、 多分、リス コミでしょう からイ

ンタラクティブ、 双方向型を目 指してホーム ページ、ウェ ブ上でその ようなことが できる
ような検討をお願 いしたいと思 っており、お 金はかかるで しょうけれ ども、そうい うこと
もぜひ将来的には 予算をとって やっていただ きたいのです 。専門調査 会をわかりや すく紹
介したページの新 設ということ で、これは今、全部があるか どうかわか りませんけれ ども、
EFSAは専門調査会 のところは大 体、チェアの 人が黒板に書 いて、例え ば食品と接す る容器
包装材とはどうい う意味かとか 、３分ぐらい の動画がウェ ブ上に出て いると思うの です。
向こうは英語ほかE Uのオフィシ ャル全ての言 語に対応して いましたけ れども、我々 が見て
も結構わかりやす いので、そう いうものもぜ ひ検討してい ただきたい 。前にそうい うもの
の活用とか、イン フォグラフィ ックで見せや すくしたらい いと提案を したのですが 、予算
の関係があるとい うこともあっ たのでしょう けれども、先 ほどの見や すいというこ とであ
れば、そのような インフォグラ フィックを使 ったりして、 今世界にど れぐらい食品 媒介の
疾病が蔓延してお り、その中で 食品安全委員 会がこういう ことをやっ ているという のもわ
かるようにしていただければと思っております。
以上です。

○川西座長

いかがでしょうか。どうぞ。

○筬島情報・勧告 広報課長

ア ドバイスをど うもありがと うございま す。やはり短 くかつ

分りやすくという ことが人を引 きつける一番 のポイントで もあります し、かつ、し っかり
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とした内容を備え ていなければ いけないとい うのがありま すので、ま ずは次年度に つきま
しては、短くして 、どのような 形の内容にし ていけばいい のかという ようなところ からに
なるかもしれませ んけれども、 少し研究とい いましょうか 、内容を考 えまして、よ り充実
していくことを考 えたいと思い ます。その際 にはまたアド バイスをい ただければと 思いま
すので、ぜひよろしくお願いいたします。

○川西座長

どうぞ。

○堀口委員

事務 局は非常によ くいろいろ考 えてくださっ ておりまし て、どうもあ りがと

うございますといつも思っております。
今、鬼武専門委 員から双方向 のお話が出ま した。あと、 消費者に直 接届けるとい う、そ
の情報をキャッチ するというと ころも出まし たが、食品安 全委員会の 限界というの もあり
まして、今回、３ ページ目に書 いてある対処 方針の連携の （３）です けれども、知 識の伝
え方についても、 要するに食品 安全委員会か ら参加者に提 供するとい うところで、 私たち
が消費者個人個人 に情報を届け るというだけ ではなく、誰 かを介して 情報が届いて いくと
いうところを今割 と熱心に考え てくださって います。それ が地方公共団 体、メディア の方々
との意見交換、ま たは学校の先 生方、栄養教 諭の先生を中 心としてお りますが、そ の方々
を介して次にたく さん情報が伝 わっていくと 考えておりま す。私たち が直接消費者 の方々
と対話をしていく には、１年間 で一体どれぐ らいの人数か というと、 かなり少なく なって
しまうのですけれ ども、どうや ってその次の 次へとつなげ ていくかと いうところで 頑張っ
て考えてもらっています。
双方向になった ときには、リ スクコミュニ ケーションの あり方を検 討したときに 、金川
先生からリスクコ ミュニケーシ ョンのステッ プの図が示さ れていたと 思いますけれ ども、
一つ一つの媒体に 限界があるこ とをこちらも 認識しており ますので、 地方公共団体 の方々
や関係団体の方々 が直接消費者 に対してだっ たり、情報提 供されると き、こちら側 はなる
べくサポートにつ いて、正確に わかりやすく 伝えられるよ うにという ふうに考えて おりま
す。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかにございますか。どうぞ。

○有田専門委員

先ほど私は情 報伝達は重要 で、これまで も改善され てきていて、 その上

でということで、 リスクコミュ ニケーション について話し ました。食 品安全委員会 の方が
全ての場所には行 けなくても、 情報発信全体 の中のどこか でリスクコ ミュニケーシ ョンを
行っていると思っ ています。し かし、この資 料の全てがリ スクコミュ ニケーション ではな
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いと思います。
食品安全委員会 が考えるリス クコミュニケ ーションが誤 解されかね ないと受けと めまし
たので発言しました。
リスクコミュニ ケーションの あり方につい ての誤解が拡 大しないで 欲しいという ことで
す。

○川西座長

事務局側から何かコメントございますか。どうぞ。

○筬島情報・勧告 広報課長

ア ドバイスどう もありがとう ございます 。リスクコミ ュニケ

ーションという言 葉の持つ意味 、使い方とい うのは一つあ るかなと思 っていまして 、例え
ば、学校教育関係 者の方々、栄 養教諭だとか 栄養士の方々 、これは地 方公共団体と 共催し
てやるのですけれ ども、そうい う場合は意見 交換会という 言葉を使っ ておりまして 、確か
に、食品の安全性 等について御 説明し、御質 問をお受けす るのですが 、必ずしもリ スク評
価の内容中心では なく知識の普 及が中心の場 合があります ので、リス クコミュニケ ーショ
ンという言葉はあまり使ってはおりません。
ただ、一方で、 食品安全委員 会がリスク評 価したものに ついてパブ リックコメン トを求
めたり、評価後に 理解を深めて いただいたり 、共考いただ く際には、 双方向性が重 視され
ますので、リスクコミュニケーションという言葉を使っております。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかにございますか。どうぞ。

○戸部専門委員

○川西座長

直接リスクコミュニケーションに関わることではなくてもいいで すか。

いい です。今の議 論と全く関係 ないというの はあとに回 していただき たいけ

れども、今の議題に関係することでしたら。

○戸部専門委員

わかりました。

平成30年度の食 品安全委員会 の活動の中で 一番力を入れ られること が何なのかな と思っ
て、運営計画と参 考１の予算及 び定員審査結 果の概要を見 てみました 。予算を見る と、予
算の概要があって 、その次に主 要事項で「差 し迫る課題に 対応したリ スク評価を行 うため
に必要な評価体制 の強化」とい うのがあって 、６億450万 円ということ なのですけれ ども、
どの対象なのかと いうのを見る と、食品用器 具・容器包装 のポジティ ブリスト制度 という
ことなのです。こ れを基にこち らの運営計画 を見ると、食 品用器具・ 容器包装ポジ ティブ
リスト制度に関わ る部分でどこ が30年度の主 要なのかとい う、その差 し迫った感が 運営計
画の中で見つけられなかったのです。
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なので、運営計 画のどこに該 当するのかと いうことをお 伺いしたい です。食品安 全評価
結果に関しての意 見を聞くよう なところがリ スクコミュニ ケーション という位置付 けだと
お伺いしましたが 、そういった ことが平成30 年度に食品用 器具・容器 包装ポジティ ブリス
ト制度の体制強化 とか、あるい は評価につい てリスクコミ ュニケーシ ョンの中にも 計画さ
れているのかどうかとか、その辺のお話をお伺いできればと思います。

○川西座長

いかがでしょうか。

○吉田評価第一課 長

御指摘ど うもありがと うございます 。確かに来 年度の予算要 求の関

係で申し上げれば 、喫緊の課題 に対応したリ スク評価を行 う体制の強 化ということ で、食
品衛生法の改正が 予定されてお りまして、そ の中で食品用 器具・容器 包装ポジティ ブリス
ト制度の導入を提 案するような 改正法案が国 会に提出され ようとして いる状況でご ざいま
す。
それをこの30年 度の運営計画 にストレート に書きにくか った面が実 はございまし て、入
っている部分とい う意味では、 個別の食品健 康影響評価を 行うための 専門調査会等 をしっ
かりやるでありま すとか、評価 ガイドライン などの策定を 今後進めて いくとか、そ ういっ
たようなところがございます。
ですので、例え ば２ページの 真ん中あたり の第２の（３ ）でありま すとか、ある いは３
ページの第３の真 ん中あたり「 ２

評価ガイ ドライン等の 策定」とい うところに入 ってい

るわけではござい ますけれども 、まだ法案が 出ていないと いうことも ございますの で、30
年度にガイドライ ンが完全にで きるのかどう かというのも ちょっとあ ったりします し、個
別の評価の分がど れぐらい来る かも、法案の 内容によると ころがござ います。体制 として
は当然強化されて くるわけです けれども、そ こについては 調査会での 審議の強化あ るいは
ガイドライン策定 の強化で対応 できるのでは ないかという ことで、あ えて明示的に は書い
ておりませんが、そういう形で考えているところでございます。

○川西座長

よろ しいですか。 これはなかな か鋭い質問だ なと思って 聞いていて、 鋭い質

問なのだけれども 、答えにくい 質問なのだろ うなと。答え にくいとい うか、どこか に書け
と言われても、なか なかクリアに 予算要求の ところとこう いうものとの リンクがしに くい。
どうぞ。

○戸部専門委員

例えば、運 営計画の３ペ ージの一番 下の「『自 ら評価』の 実施」と いうと

ころで、続けて４ ページに行く のですけれど も、器具・容 器包装を含 む食品中の鉛 の食品
健康影響評価とい うもの、これ は19年からず っと続けてお られるとい うことなので すが、
そういったことに 対して、技術 的な難しさは おいておいて 、例えばポ ジティブリス ト制度
の関係からこの辺 の調査審議が 早く進むとか 、そういうこ とにあらわれ てくるのであ れば、
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なるほどと思うの です。何かそ の差し迫る課 題という差し 迫った感が どこかにある と納得
なのですけれども 、私の払った 税金はどこに 使われている のだろうと 思って読むと 、ちょ
っとどうかなと思いました。

○山添委員

１ペ ージの「（２）重点事項」の ①で新しい技 術のところ が記載されて います

ね。器具・容器の ポジティブリ スト制になっ てきますと、 実際にはポ リマーですね 。です
から、いろいろな タイプでエス テルの種類が 違うとか、い ろいろなも のが一部可食 部とい
いますか液体の部 分に溶け出て きて、そのも のの安全性が どうなのか ということを 評価し
なければいけないことになります。
そのときに全部 の化合物、個 別のデータは ないのだけれ ども、その グループと同 じもの
に類するようなも のが既存のデ ータとして存 在する。そう いうものを 使って新規の 物質で
同じグループにあ るものをどの ように評価し ていくかとい うことをし ていかないと 、たく
さんの種類のもの が出てきて、 個々そのもの に対するデー タを微量の ものについて 実施す
るというのはすご くコストにな るわけですね 。そういう場 合に既存の ものをうまく 利用し
て、そういうデータ で少なくとも これ以下の 毒性しかない ということが わかるのであ れば、
そういう数値を利 用して定量的 に評価するな ど、そういう 技術を持ち 込んでたくさ んのポ
ジティブリストに なったものを 解決していく のも一つの方 法だという ことがあって 、それ
も実データととも に一緒にやっ ていくことに なる。その技 術はちゃん と確立しなけ ればい
けないので、新しい技術というふうに御理解いただければいいのかと思 います。

○戸部専門委員

ありがとうございます。とてもよくわかりました。

ということであ れば、ここの 重点事項とこ の予算を要求 のところと のつながりと いうこ
とで、今、御説明 いただいたよ うなことが表 現されていれ ば、ああ、 なるほどと思 います
し、もしかしたら ６億ではなく て必要であれ ばもっと多く の予算が充 てられるかも しれな
いと思って。

○山添委員

ありがとうございました。

○戸部専門委員

○川西座長

ありがとうございました。

どうぞ。

○吉田評価第一課 長

委員御指 摘のとおりで ございますの で、第１ の「（２ ）重点事項 」の

ところに、書きぶ りは検討させ ていただきま すけれども、 器具・容器 包装などの食 品衛生
法等の改正を踏ま えるとか、そ のような形の 言葉を挿入す ることをこ こで検討させ ていた
だきたいと思います。
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○川西座長

では、この重点事項の中に項目を新たに１点。

○吉田評価第一課 長

恐らく（ ２）の①の表 現の中に、そ ういう背景 があるという 部分を

少し加えさせてい ただいて、実 際にやること は情報収集、 調査、評価 方法の検討と か事務
局体制の強化、そ れに変わりは ないのですけ れども、その 背景的な御 指摘の部分を 少し反
映させたような形で表現ぶりを直す方向で検討させていただきたいと思 います。

○川西座長

では 、それは予算 と整合性をと るために書き 加える。こ れは順序とし ては、

もう既にこの予算 がとれている から、それを 書き加えたか らといって 予算が増える という
話ではないけれど も、外への説 明としては好 ましいことだ ろうと思い ますので、あ りがと
うございます。
ほかに何か。どうぞ。

○長田専門委員

ありがとうございます。

消費者団体との 意見交換の場 もつくってい ただいていて 、最近は数 名、５名以内 とかと
いうことでいろい ろ情報をいた だく機会をい ただいている のです。そ のときに思う のです
けれども、私ども の仲間５人が お話を伺った ものを会員に 伝えたいと 思うときに、 大量の
情報を全国にいる 会員にそのま ま渡すという のはなかなか できない。 それから、残 念なが
ら、まだインター ネット環境が 全くない会員 もいっぱいい て、大層ア ナログな人た ちが多
いということで、 参加者が機関 誌等に簡単に まとめたもの を提供した りすることが あるの
ですけれども、Fac ebookなどで 食品安全委員 会が普通に流 していらっ しゃる文書は なかな
か難しいのですね。
例えば、受験生 の皆さんにカ フェインにつ いての情報提 供などはず っと平易な感 じに書
いてあって、ポイ ントだけが書 いてあってい いなと思うの ですが、あ のくらいの感 じの何
か意見交換会をや った後にまと めたものとか を御提供いた だけると、 それをそのま ま機関
誌掲載とかという ことが、私ど もの団体でも ありますし、 各県にある 婦人会もみん な機関
誌を出しています ので、そうい うところへの 掲載も可能に なるなと思 ったりしてい て、ち
ょっと御検討いただけたらいいなと思います。

○川西座長

ありがとうございます。

いかがでしょうか。どうぞ。

○渡辺リスクコミュニケーション官

自 治 体 と の 意 見交 換 会 と か を 開 催 す る ご と に 、

Facebookでこうい う風に開催い たしましたよ ということで 報告してお りますが、概 要報告
などにおきまして も中身をわか りやすく、か み砕いて報告 してほしい ということで ござい
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ますね。これまで は開催につい て報告してお りましたが、 今後の掲載 について、ち ょっと
考えてまいりたいと思います。

○川西座長

ほかにございますか。

○神村専門委員

先ほど浦郷専 門委員のお話 の中に、確実 に届けられ る情報という お言葉

がありまして、そ こは大事なこ とだと思った のですけれど も、食品の 安全などに関 わる情
報については、本 当に緊急性も あったりして 確実に届けた い情報と、 それから、個 別にそ
ういう情報が欲し いなと思って 受け手が探し に来る情報が あると思い ます。今、イ ンター
ネット上で探す場 合に、わざわ ざ食品安全委 員会を探す方 はあまりい らっしゃらな いので
はないかと現状思 います。その 場合、ネット で探すと、ど うも困った ような、不適 切では
ないかと思われる ような商品情 報なども随分 出てくるわけ です。その 中で、更に国 民、受
け手側が正しい情 報を得るには 、食品安全委 員会というも のがあるの だよと、そこ のあた
りからまだまだ知られていないのではないかと思っております。
あとは、いろい ろな会を催さ れたり、いろ いろ企画もあ るのですけ れども、地方 におり
ますと、ほとんど それに接する ことはないと 思います。そ れはさてお いて、ネット 上で情
報を得るときには 、食品安全委 員会からとれ る情報がもっ ととりやす いようにして いただ
きたいし、先ほ どのお話の ように、例 えば、ス ポーツをやる 人が関心の 持てるような 情報、
それから受験生と いうお話もあ りました。あ と、妊婦さん にとって大 事な情報のセ ットは
これよとか、何か もう少しアト ラクティブな 、これを見て みたいとい うような題名 の付け
方があってもよろしいのかなと思っております。
とにかくこちら が届けたい情 報と向こうが 欲しい情報の アクセスの 良さというと ころ、
その２つが大きい ところではな いかと思って おりますので 、お考えい ただければと 思いま
す。

○川西座長

ありがとうございます。

どうぞ。

○筬島情報・勧告 広報課長

御 指摘ありがと うございます 。やはり食 品安全に関す る知識

を増やしていただ くということ にどう取り組 んでいくかが 大事だと思 っております が、残
念ながら私どもは 出先がないも のですから、 インターネッ トを中心と するような、 あるい
はSNSだ とかそ ういう 手段が 中心に なっ てきて しまう という 問題も ある かとは 思って おり
ます。
ちょっと話を変 えてしまうの ですけれども 、今 、消費者 庁で食品安全 の関係のQ&A を統一
的に提供するサイ トがございま して、そこで 「食品安全委 員会」をク リックすると 、食品
安全委員会のホー ムページある いは該当のと ころでもう少 し詳しく見 ていただける という
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ような仕組みもございます。
食品安全委員会 も、そういう 意味ではいろ いろな方々に 情報提供し たいというこ とで、
例えば「お母さん になるあなた へ」というこ とで、妊婦さ んを対象に 気をつけてい ただき
たいこと、知って おいていただ きたい情報も 提供しており まして、ま た近々そこの 内容を
アップしたいと考えております。
ただ、どの範囲 の方にどのよ うな情報をお 伝えしていけ ばいいのか という点で、 やはり
マンパワーとの関 係があってち ょっと苦慮し ている点もご ざいますの で、アドバイ スをい
ただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかにございますか。どうぞ。

○大澤専門委員

リスコミの話 についてです 。まとめてい ただいた内 容は、伝える 相手の

ニーズを捉えて対 処方針をつく られていると いうことで、 非常に評価 したいと考え ており
ます。
先ほど堀口委員 からもありま したとおり、 食品安全委員 会に何でも 実施してもら うとい
うのも私はいかが なものかと思 っています。 食品安全委員 会が直接、 各カテゴリー のター
ゲットに向かって いろいろ考え ながらやると いうのも大事 かもしれま せんが、３ペ ージの
ポツ４つにある様 に内容をメニ ュー化して、 パッケージに して出すと か、伝え方を 教える
とか、そういうこ とをやりなが ら、伝えた相 手がまた第二 の発信者に なって、第二 の発信
者の対象のカテゴ リーに対して どう伝えてい くのかという のを考えて いただくとか の方向
に行けば、より知見が広がっていったり普及や啓蒙になるのかなと考え ます。
今まで発信とい う言葉が多か ったと感じて いましたが、 今回これが 入ったことで 、より
広がりとか普及・ 啓発に対して 期待が持てる なと思います 。また、こ の部分につい ては充
実していただきたいなと思います。意見です。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかにございますか。
では、そろそろ この運営計画 関係に関して はまとめたい と思います 。いろいろ有 益な御
意見をいただいた かと思います 。ただ、この 運営計画の新 旧対照表の 案の部分への 変更と
いう点では、先ほ どの御指摘で 、予算でとれ たもの、これ を反映させ るという重点 項目の
「①食品健康影響 評価の着実な 実施」のとこ ろを少しプラ スアルファ するというこ との変
更以外は、特段に この計画その ものを変更し たらというよ うな御指摘 はなかったか と思い
ます。ここの部分 はまた修正し ていただいて 、確認させて いただくと いう形をとり たいと
思います。
それ以外に関し ては、今、さ まざまな御意 見をいただい て、それを また平成30年 度の食
26

品安全委員会の活動の参考にしていただいて、活動いただければと思い ます。
付け足しとして 私が先ほど気 づいたことで すが一つ指摘 させていた だきます。参 考３と
いうのはあくまで 参考資料のよ うですが、３ ページ目の右 側のカラム の一番下の学 術団体
のところ、
「引き続き、関係 学会の専門性 に応じにおい て」というのは 日本語として おかし
いので、修正した 方がよいかと 思います。い ずれにしても 、運営計画 の先ほどの重 点項目
の１番目を改変す ることは前提 として、一応 、運営計画を 基本は皆様 お認めいただ いたと
いうことでよろしいですね。
では、これに関 しては食品安 全委員会に報 告させていた だくという ことで、先ほ どの改
変するという部分 は一度確認す るステップを 踏むというこ と。それ以 外の御意見に ついて
は、実際に平成30 年度、運営す るに当たって 参考にしてい ただければ ということで よろし
くお願いします。
それでは、あの 時計で43分、 ちょっと中途 半端ですけれ ども、そこ まで10分間の 休憩を
とらせていただきます。ありがとうございます。

（休

○川西座長

憩）

それでは、ぼちぼちと再開させていただければと思います。

議事の「（ ３）平 成29年度食品 安全委員会緊 急時対応訓練 結果及び平 成30年度食品 安全委
員会緊急時対応訓練計画について」の審議を始めさせていただければと 思います。
では、事務局から資料等の説明をお願いします。

○松原総務課長

事務局総務課でございます。

食品安全委員会 におきまして は、緊急時対 応訓練実施手 順書に基づ き、毎年度、 緊急時
対応訓練を実施し てございます 。実施した訓 練の結果等に ついては、 当専門調査会 におい
て検証いただき、 報告書として 取りまとめて いただくこと となってご ざいます。ま た、前
年度の訓練結果と 併せて、次年 度の訓練計画 案についても 、当専門調 査会において 審議い
ただいているところでございます。
資料３－１がこ のうちの報告 書案でござい ます。２ペー ジからが実 施した訓練の 内容で
ございます。実務訓練及び確認訓練が行われているところでございます 。
まず「１

実務研 修」のうち「（１）緊 急時対応手順 研修」につき ましては、昨年 ４月６

日に本研修を過去 に受講したこ とがない者を 対象に、緊急 時対応の枠 組み等に関す る説明
等が行われてございます。
「（２）情報発信研修」でござい ますけれども、昨 年10月16日に 係長級の職員 のうち、情
報・勧告広報課の 者及び本研修 を過去に受講 したことがな い者を対象 に、ホームペ ージ等
管理担当者が不在 のときに緊急 事態が発生し た場合におい ても情報の 提供を行える よう、
その方法について説明等が行われてございます。
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「（３）メディア対応研修」につ いてのうち、基礎 講義につきま しては、３ページ に掲げ
られているとおり 、昨年11月13 日に委員及び 事務局職員を 対象に、産 経新聞の方を お招き
し、報道関係者の行動様式等に関する講義などを行っていただきました 。
また、実践 研修のうち「ア

メ ール研修 」について は、昨 年11月13日 から20日にか けて、

事務局職員を対象 に電子メール で課題を配信 し、Facebook 記事を作成 させるなどい たして
おります。
「イ

情報提供 研修及びメー ル研修講評」 については、 昨年11月27 日に委員及び 事務局

職員を対象に、４ ページに掲げ られていると おり、その場 において、 例えばブロッ クの組
立方法に関する説 明資料を作成 するなどとと もに、
「ア

メール 研修」において作成 した記

事の講評を受けるなどいたしております。
「２

確認訓練 」についてで ございますが 、昨年12月21 日に委員及 び事務局職員 並びに

消費者庁、厚生労働 省及び農林水 産省職員も 対象に、４省庁 において共 同で行われま した。
５ページに掲げ られていると おり、危害因子を腸 管出血性大腸 菌Ｏ157 、原因食品 を冷凍
生ソーセージ加工 食品とすると ともに、厚生 労働省、地方 公共団体等 から五月雨式 に事実
の発表が行われる という設定の 下で行われま したが、研修 の対象者は 、当初、設定 の詳細
を承知していない中で適切な対応に努めたというものでございます。
６ページの「Ⅱ

訓練結果の検 証」のうち、１の「（ １）緊急時対 応手順研修」に ついて

は、アンケートに よると、おお むね適当であ るという結果 でございま したけれども 、関係
府省の動きについても説明が行われるべきである旨の意見もございまし た。
「（２）情報発信研修」について は、同様に、おおむね適 当であると の結果でござ いまし
た。
「（３）メディア対応 研修」について は、同様に、おお むね適当で あるとの結果 で、特に
講師による講義は 例年より食品 の安全に直接 関係する話題 が多かった ためか高評価 である
一方、リスク評価機関としての姿勢を明確化すべきである旨の意見もあ りました。
「ウ

メール研 修」について は、農薬を取 り上げたとこ ろ、急性毒 性の指標であ るARfD

の設定について審 議中であるに もかかわらず 、参加者のみ ならず研修 の企画者が十 分認識
していなかったのではないかという意見もございました。
７ページ「（４）確認訓 練」については、事務局内の役 割分担及びホ ームページ、Fac ebook
等を通じた情報の 提供はおおむ ね的確に実施 されたと考え ております 。一方、反省 会やア
ンケートによりま すと、関係府 省庁における 役割分担の明 確化が必要 である、ある いは問
合せ担当者まで情 報が行き届い ていないこと があった、当 初からハザ ードの担当者 も打合
せに加わるべきであったなどの意見もございました。
「２

重点課題 ごとの検証」 のうち、８ペ ージの（１） の組織能力 の評価につい ては、

委員会における担 当の役割が整 理された、ホ ームページの 掲載方法等 に関する理解 が深ま
った、リスク評価 機関に求めら れる体制を強 化する必要が ある、政府 全体における 初動対
応の流れや現時点 における技術 ・知識の水準 を確認するこ とができ、 引き続き、訓 練を実
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施することが望ましい旨が掲げられてございます。
９ページ「（２） のマニュアル 等の実効性 」については 、意思決定等 の効率化が図 られ、
情報を共有するた めの体制の整 備に役立った 一方、リスク 評価機関と して食品安全 委員会
が発信すべき情報、役割分担について検討等を更に行うべき旨が掲げら れてござい ます。
10ページ「Ⅲ

まとめ」のう ち、１におい ては、緊急時 対応訓練に ついて体制を 一層強

化するため、平成2 9年度訓練結 果において明 らかになった 課題、特に リスク評価機 関とし
ての役割に即した 情報発信力の 強化に留意し つつ、今後と も実務訓練 と確認訓練の 双方を
体系的に実施する必要があるなどとしています。
２においては、講 師からの助言 内容、検証内 容等から得た 改善点につ いて整理して おき、
マニュアル等の実効性を向上させていく必要があるなどとされています 。
３においては、
（１）に 掲げられてい るとおり 、引き続き 、関係省庁 と合同で訓練 を行う
必要がある旨、また、
（２ ）に掲げ られていると おり、リス ク評価機関 に求められる 体制を
更に強化する必要 がある旨、さらに、
（ ３）に掲 げられている とおり、情報発信にお ける発
信内容を確認する ためのルール や役割分担を 検討し、マニ ュアルに反 映させる必要 がある
旨が掲げられてございます。
資 料３ －２ が、 これ を 踏ま えま した 「平 成30 年 度食 品安 全委 員会 緊急 時 対応 訓練 計画
（案）」でございま す。来年度は 、先ほどの 御報告も踏ま え、「１

基 本方針」の最 後にお

いて、関係府省間 における食品 安全委員会と しての役割分 担を踏まえ ることに特に 言及し
てございます。
また「２

重点 課題」につい ては、引き続 き、組織力の 強化及びマ ニュアル等の 実効性

の向上を掲げてございます。
「３

本訓練計 画の実施スケ ジュール」に ついては、引 き続き、11 月まで実務研 修を実

施するとともに、当該研修を踏まえて12月に確認訓練を実施することと しておりま す。
御説明は、以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

それでは、ただ いまの説明、 一つは訓練結 果の報告書案 、それから もう一つ、平 成30年
度の訓練計画案、 これについて の説明あるい は資料３－１ 、３－２に 関する質問等 々がご
ざいましたら、いかがでしょうか。
どうぞ。

○長田専門委員

すみません。 素人の質問で 恐縮ですが、 結果のとこ ろ、そして計 画両方

に出ているリスク 評価機関とし ての役割に即 した情報発信 とか、府省 間における食 品安全
委員会としての役 割分担という のは、具体的 に言いますと 何が不足し ていて、今回 何を強
化しようとしていらっしゃるのか、具体的に教えていただけるとありが たいのです が。
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○松原総務課長

反省会等にお ける意見にお きましては、当座の事件の 概要等につい ては、

リスク評価機関で あることをも って貢献でき ることは特に なく、むし ろ私どもは、 健康に
対する悪影響がど ういったもの かということ について、更 に情報提供 を行うことが 大切で
はないかとの指摘があったところです。

○川西座長

よろしいですか。

○長田専門委員

○川西座長

わかりました。

ほかに何か質問あるいはコメントはございますか。特にはよろしいで すか。

どうぞ。

○髙岡専門委員

１つよろしい ですか。おも しろいなと思 ったのが、 ４ページにあ ります

レゴブロックを組 み立てて、組 立て方を説明 して、多分ほ かの人が同 じようにでき るかど
うかということな のかなと思っ たのですけれ ども、これを 実際にやって みた感じとい うか、
気付きとか、そういったものがもし何かありましたら、お教えいただき たいと思い ます。

○小平事務局次長

参加した一 員として発言 させていただ くと、最初 に自分の思う ように

組み立ててくださ い。その次に 、どのように 組み立てたか 文章を書い てください。 ところ
が、我々はそれぞ れ前提がいろ いろ自分の中 にありますの で、どちら の方向が前な のかと
か、右なのかとか 、どこにどう いうものを置 くのかという のをいざ文 章にしてみる となか
なか難しい。そう いう意味では 、それぞれの 方が前提を持 っていろい ろ情報を受け 取って
いるということを 自分たちで感 じながら、ど ういう方々に 情報をうま く伝えるとい うこと
を、どこをポイン トにやればい いかというよ うなことを、 多分皆さん がそういう過 程の中
で気付いたというようなワークだったと思います。

○髙岡専門委員

○堀口委員

実際にどのくらいお時間をかけてやるのですか。非常に興味があ る。

食品 分野に限った 話ではないの ですが、すご く単純なも のだったらわ かりや

すく簡単に伝えら れるかといっ たら、決して そうではない ですねとい う、気付いて もらう
ために使っている のがレゴブロ ックです。実 際はトレーニ ングにどの 程度の時間が かかる
かというと、ルー ルを説明して 、組み立てて もらって、記 載して、お 互いに見せ合 いなが
らどうだったか。 できれば振返 りの時間が長 い方が研修と いうのは効 果的なのです けれど
も、最短でも20分程度でできるようになっています。
それは心理学の 先生方や、あ と、研修を組 み立てる、社 内研修とか がありますね 。研修
を研究されている 先生方がおら れまして、そ ういう先生方 と一緒に研 究をやってき た成果
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物の中の一つでご ざいまして、 いろいろな自 治体の職員を 対象に研修 するときに使 ったり
もしているのです けれども、今 回初めて食品 安全委員会の 職員を対象 にして実施さ せてい
ただいたところでございます。

○髙岡専門委員

○川西座長

ありがとうございました。

ほかにございますか。

特にないようで すので、この 報告書案、そ れから計画案 については 、もう事務局 案どお
りで了解ということにしたいと思いますが、よろしいですね。
では、本件につ きましても、 食品安全委員 会に対する報 告の体裁等 については御 一任い
ただければと思います。
さて、
（１）
（ ２）
（３）と議題が今の ところ終わり まして、あ とは「その 他」の「 自ら評
価」案件の募集等 を少し工夫す るなり何なり した方がいい のではない かということ が前回
の委員会のときに出ました。
まず一つは、こ の見直しにつ いて、資料４ として事務局 から資料を 用意していた だいて
おりますので、こ れを説明して いただくとと もに、もう一 つ、鬼武専 門委員から提 案意見
をいただいており ますので、そ の後、また鬼 武委員から説 明をしてい ただくという 形で、
その他の１つ目の 「自ら評価」 案件の募集等 の見直しにつ いて議論さ せていただけ ればと
思います。
まず、事務局から資料４の関係を御説明いただければと思います。

○松原総務課長

先ほど座長か らお話がござ いましたとお り、近年、いわゆる「自ら 評価」

案件の応募につい て、その数で すとか内容に ついて、やや 乏しいもの があるという 御指摘
もございましたの で、応募を増 やしていただ くことができ ないかとい う観点から、 幾つか
の見直しをするこ とが考えられ るのではない かという点か ら、ここに お示ししたも のでご
ざいます。
食品安全委員会 が自らの判断 で行う食品健 康影響評価の 案件の選定 については、 例年、
６月くらいの「企 画等専門調査 会」において 案件選定の進 め方につい て御了承いた だいた
後に、７月くらい からホームペ ージを通じた 外部募集、各 専門調査会 専門委員への 要請等
を行って、提案の あった案件を 事務局で整理 いたしまして 、御案内の とおり、11月 くらい
の「企画等専門調査 会」で１回目 の調査審議を 行っていただ いていると ころでござい ます。
２にございます ように、提案 件数は一部年 を除いて１年 当たり10件 から30件程度 で推移
してございますけ れども、この 増加を図るた めに、現行の ホームペー ジによる外部 募集、
各専門委員への要 請等既存の取 組に加えて、 例えば次のよ うな取組を 実施してはど うかと
考えております。
現行においても 、専門委員に ついては既に 要請を行って いるところ でございます が、会
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合ごとにお呼びす る専門参考人 の方について は特に要請を 行っており ません。専門 参考人
の方に対しても、 専門委員の方 に対するのと 同様に要請を 行うことも 考えられよう かと思
います。
また、関連する学会を通じた要請を行うことも考えられるか、と思い ます。
さらに、地方公 共団体におい て、食品の安 全を担当され ている職員 について要請 を行う
ことも考えられるかと思います。
加えて、過去の 候補案件のう ち、その当時 におきまして は、狭義の 「自ら評価」 案件と
はならなかったものについて、改めて検討を行うことも考えられるかと 思っており ます。
今ここに掲げた ものは、前回 の御議論を踏 まえまして、 こういった ものだったら ば事務
局においてできな くもないのか なというもの です。ほかに 、本日の鬼 武専門委員か らの資
料を拝見すると、 例えば研究・ 調査事業のフ ォローを行う ことも考え られるかもし れない
と個人的には感じ ているところ であり、本日 の御議論を参 考に、更に 考えていきた いと思
っております。
事務局からは、取りあえず以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

引き続いて、鬼 武専門委員か らの御提案に 関して、御説 明いただけ ればありがた いと思
います。

○鬼武専門委員

では、少しお 時間をいただ いて、前回の 11月の「企 画等専門調査 会」で

引き続き議論とい うことで、そ のときにも多 少意見を申し 上げたので すけれども、 もう一
度論点整理をしてみまして、私としては３つぐらいあるのではないかと 考えており ます。
私のペーパーを 見ていただき ますと、まず、これま で実施してき たいわゆる「自ら 評価」
案件の手続について振返りをするということが１つ。
それから、海外 、特にヨーロ ッパではリス ク評価（健康 影響評価） に関するコン セプト
を抽出して、食品 安全リスク評 価の優先順位 を設定すると いう取組を 、そういうペ ーパー
がありますので、 日本もこの方 式をできれば １年ぐらいか けて検討す ればいいのか なとい
う風に２つ目があります。
３番目としては 、食品 安全基本法の 中で、食品安全委員 会が「 自ら評価 」というこ とで、
こういう仕組みが できているの ですけれども 、言葉自体も 「自ら評価 」というのは 、誰が
「自ら」かとか、 ほかの案件と いいますか、 調査事業とか も、食品安 全委員会が自 ら選定
するのであるから 、そういう面 では「自ら評 価」というの があまり言 葉として私は 適切で
はないと思うので 、この機会に 見直しをする という、論点 は３つある と組み立てを してみ
ました。
簡単に中身を、 １つ目のこれ までの「自ら 評価」案件の 手続レビュ ーということ で、実
際に平成27年から2 9年までで、 これは前回も ちょっとお話 をしました が、まず、数 の推移
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からすると、平成2 3年は186件、それから38件 、12件、９ 件、18件、13 件、３件とい う風に
徐々に絞られてきています。
その次のページ を見ていただ きますと、27 年から29年の ４カ年にか けては、例え ば平成
26年を見ますと安 全モニターか ら12件、委員 会に対する文 書、外部募 集、専門委員 からの
意見ということで2 4件、だんだ ん数が減って きているとい うのが、こ れは事実だろ うと見
ています。
これから考察さ れることは、 １つは、食の 安全ダイヤル 、モニター というのは、 当初は
結構案件として上 がっていたの でしょうけれ ども、もう数 がほとんど ないので、要 請の方
法、アナウンスは 問題なかった かとか、それ から、外部募 集を毎年１ ～２件レベル 改善し
て募集の数を増や せないかとか 、専門委員の 聞き方につい ても、グル ープなり、更 に検討
はというようなこ とも書いてい ます。それは 食品安全委員 会の中での いろいろな専 門調査
会からの意見抽出 もありますし 、過去に外れ た案件、それ から学会等 、特に国際機 関等の
WHOとかJECFAとかJ MPRでの今の 緊急課題は何 かとか、その 次のページ で、海外のい ろいろ
な食品安全委員会 が提携を結ん でいるところ からの情報と いうような こともあるか と思っ
たのですけれども 、最後の部分 、３つのリス ク管理機関と いうことで 、厚生労働省 、農林
水産省、消費者庁 の優先課題に 関するリスク 評価に関する 案件はない かということ で、先
ほどの課題でも厚 生労働省が「 食品衛生規制 の見直しに関 する骨子案 」ということ で、添
加物の再評価とか 科学的な知見 のサポート、 農水省では農 薬取締法で 作業者の健康 影響を
検討するというこ とを聞いてい ますし、消費 者庁で事業者 が中心にや っているので すけれ
ども、機能性表示の 因果関係の科 学的評価と いうことも一 応考えてはみ たのです。し かし、
いや待てよと。ま たこれをやっ ても、いずれ 「自ら評価」、これまでの 案件というふ うに、
また募集が少し増 えてきても、や はりこれも 同じように繰 り返されて、数が絞られて きて、
最終的には何も案 件として上が ってこないと いうこと(今 回と同様のケ ース)が、私 は想定
されるような気が しました。こ れは私の意見 ですので、他 の委員から の振返りが必 要でし
ょう。
次に、２つ目の 論点として、 リスク評価に 関するコンセ プトを抽出 して、食品安 全リス
ク評価の優先順位 を設定すると いうことで、 これは現行の 中でも多分 、外部の調査 研究と
かいうことで個々 には優先順位 とか企画案の 中に掲げられ てはいるの ですが、そこ をもう
一度緻密に精査すべきではないかと考えました。
食品安全委員会 は2003年です から、EFSAと 同じ時期に発 足をしてい ますし、そう いう中
で、私、
「企 画等専門調査 会」の一 人の委員とし て見ると、これは書き 過ぎかもしれ ません
けれども、食品安 全委員会が戦 略化して、食 品安全委員会 の役割を俯 瞰できるよう なコン
セプト資料をつく った方が、こ の際、15年ぐ らい経つもの ですから、 いいのではな いかと
いうことで考えました。
実際にEUのリス クアセスメン トのアジェン ダ・コンセプ トペーパー ということで 、EUは
デルファイ法を使 って、別紙を 見ていただけ ますでしょう か。これを 見たら一番わ かりや
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すいのですけれど も、これはEU と各加盟国の リスク評価機 関が関係あ りますので、E FSAが
食品安全リスク評 価の優先順位 ということで 、全般的な領 域、化学的 領域、微生物 学的領
域、環境学的領域 、栄養学的領 域ということ で、EFSAはこ ういうもの を2016年のコ ンセプ
トペーパーで、こ れ自体は2015 年12月にデル ファイ法でEF SAがやると いうことで、2 8の項
目として取り上げています。
例えば一般ドメ インのところ で見ていただ くと、新しい 食品リスク の特定に関す る方法
とシステムという ことで、新し い食品媒介感 染症について 全体をウオ ッチして、そ の中で
EFSAとしては優先 的にやるとい うことと、リ スクベネフィ ットに関す る評価基準の 発展と
いうこと。
化学的領域で言 いますと、化 学的汚染物質 のリスク評価 にかかわる 手法の調和と か、例
えば残留農薬であ りますとか多 環芳香族炭化 水素などは累 積的暴露評 価、それから 乳幼児
用の食品についての評価でありますとか、新興の汚染物質。
微生物学的領域 で言いますと 、食品、環境 及びヒト患者 に由来する 微生物のモニ タリン
グ及び性状解析の ためのシステ ムであります とか、世界的 にもWHOが問 題視していま す抗菌
剤、抗生物質の耐 性問題であり ますとか、食 品病原微生物 全般につい て、ウイルス からの
いろいろな汚染問題について、野菜とか果物から由来するＡ型肝炎ウイ ルスとかで す。
環境学的ドメイ ンも、新規に 環境中の汚染 物質のところ が掲げられ ていまして、 栄養学
的な領域のところ では、農業規 範なりがいろ いろ変わって 、それによ ってヒト健康 への間
接的効果とか、サ プリメントの リスクベネフ ィット、免疫 科学測定に よる食品中の アレル
ゲンを伴ったアレ ルゲン閾値と いうことで、 デルファイ法 で28まで絞 ってきてこう いう領
域を、全般的な領 域、化学的な 領域、微生物 学的な領域と いうことで 優先順位をつ くって
います。こういう ものが、日本 の食品安全委 員会も多分、 今、全体と して先ほどの 年度計
画の外部に調査委 託するという ところにはそ ういうことが 掲げられて いますが、も う一度
時間をとってそう いうものを、 例えば専門家 集団に聞くの もいいでし ょうし、こう いうコ
ンセプトペーパー みたいな取組 を検討しては どうかという のが一番メ インの私の言 いたい
ところでございます。
３つ目のところ では、最初に 申し上げまし た「自ら評価 」という言 葉について議 論する
ということで、「自 ら評価」とい うのは、あ る意味ではリ スクアナリシ スの枠組みの 中で、
リスクアセスメン トはマネジメ ントからの提 起で開始する ことが重要 という指摘が あるこ
とや、そういう誤 解を生むとい うことがあり ますので、で きれば、現 在実施してい る食品
健康影響評価技術 研究課題、これ は２年なり １年のテーマ で外部に委託 してリスク評 価を、
実際のための将来 的な課題であ ったり、事務 局で優先的な 食品安全研 究総合調査課 題とい
うことと、今、２ で定義したコ ンセプトペー パーをつくっ て全体的な 食品安全委員 会の優
先課題を化学的な り微生物学的 なり栄養学的 なり、そうい う領域に分け て少し整理を して、
それを「企画等専門調 査会」の中で食品 健康影響評価 課題、総合調査課 題から外れて いて、
「自ら」といいま すか、その他 の領域として 必要な分野み たいなこと を少し整理す ると、
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継続的に「企画等 専門調査会」 の中で議論で きて、優先的 課題の見直 しもスムーズ にいく
のではないかというのが私の論点、３つでございます。
少しお時間をいただきましたけれども、以上でございます。ありがと うございま した。

○川西座長

ありがとうございます。

今日の「自ら評 価」の議論の 方向性なので すけれども、 今日は、こ ういう考え方 もある
ね、こういう考え 方もあるねと いうことをい ろいろ出し合 うというこ とまででよろ しいで
すか。何らかの方 向性をつける ということで はなくてよろ しいですね 。鬼武先生か らの提
案もいろいろなお もしろいとこ ろがあるけれ ど、ただ、こ の委員会の 話かなと思う ような
部分もあろうかと 思いますので 、そのあたり 、「自ら評価」、これはず っとこの専門 調査会
のメーンテーマの 一つとしてや ってきて、だ んだん提案件 数が減って いる傾向にあ るとこ
ろ、
「自ら評価」について小 幅なアクティ ベートでとり あえず済ま すのか、それとも もうち
ょっと基本的な部 分から検討し た方がいいの かというあた り。今日は まだ結論は出 さない
という範囲の中で、30分ぐらい議論させていただければと思います。
今、事務局の資料 関係、あるい は鬼武専門委 員からの御提 案に関して でも結構です ので、
質問、コメントをどうぞ。

○堀口委員

資料 １－１を見て いただけます でしょうか。 フローが書 いてあると思 うので

すけれども、私、 委員になる前 に専門調査会 の専門委員を 務めさせて いただきまし た。そ
のときに数で言う と大分たくさ ん上がってい たのを覚えて いるのです が、実際には 既に評
価が終わっている ものであった り、どう扱う のかわからな いものがた くさん含まれ ていた
というのが現状だったと記憶しています。
その議論の中で 、このフロー 案の左、２月 のところに絞 込みというこ とで、「自ら 評価」
案件として決定す る、ファクト シート作成案 件候補として 決定すると いう４分類が 出てき
ていて、この４分 類が整理され たのが３年、 ４年前だと認 識していま す。なので、 この整
理ができてから、 公募をかける ときの、こち らからこうい うことで公 募をかけます という
メッセージも文言 を割と丁寧に わかりやすく かえたという 事実がある と思います。 それに
よって、評価とい う視点からい くと、例えば 情報提供が大 事だとかい う案件が大分 減って
いて、実際に評価 をしなければ いけない案件 が何かと考え たときに、 それぞれ自分 が専門
ではないところに ついては全く わからないし 、数としては 少し減って きたのかなと いう印
象を持っています 。なので、こ こで選ぶ対象 のものが注意 喚起をした り、情報提供 したり
するものが含まれ るとすれば、 いろいろなも のがたくさん 出てくると 思いますし、 本当に
評価をしていかな ければいけな いようなもの であれば、例 えば事務局 が出した学会 に聞く
とか、割と専門家サイドに直接聞いていくようなことになるのかなと思 います。
デルファイ法に ついては、テ ーマは全然違 いましたけれ ども、今回 、リスコミの 対象テ
ーマを何にするか というところ で、デルファ イ法という方 法論は事務 局として試行 するこ
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とができましたの で、それの対 象は、鬼武専 門委員が提示 してくださ いましたけれ ども、
EFSAのような、方 法論は同じな ので、テーマ を評価の案件 に変えると いう考え方も 一方で
可能。調査法につ いては事務局 は体験しまし たので、可能 とは考えて います。ただ 、デル
ファイ法をするに 当たっては、 デルファイ法 はもともと専 門家対象調 査という調査 法です
ので、多分、学会 の方々であっ たり、各専門 調査会の専門 委員の方々 などが対象に なるの
ではないかと。調 査をやってき た側としては 、対象者がそ うなるのか なという印象 を受け
ております。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかに何かこの 関係のことで 、資料につい てでも結構で すし、こん な風に感じて いるの
だけれどもとか、 こういう問い かけをすれば まだまだいろ いろ取り上 げてもらいた いよう
な問題も出てくるのではないかということでも。
どうぞ。

○有田専門委員

質問なのです けれども、13 年というよう な食品安全 委員会の整理 をして

くる過程というよ うな発言も鬼 武さんからあ ったのですが 、その中で 、例えば新し い科学
的知見が出てきて 、それで再 評価をしなけ ればいけな い物質、そ れから、
「 自ら評価 」以外
でもそういうこと が出てきて、 それを検討し た経過などが わかれば教 えていただき たいと
思います。

○川西座長

今、 おっしゃった のは、かつて リスク評価を したものを 、また取り上 げると

いうことですか。

○有田専門委員

リスク評価を したものも、 それから、リ スク評価は したけれども 、それ

ほど問題ないとし たものでも、 新しい科学的 知見が出てき て、例えば 新たな試験法 ができ
て、何か再評価されたものがあるのでしょうか。

○川西座長

どうですか。どうぞ。

○吉田評価第一課 長

再評価の 定義というの はいろいろあ ろうかと思 いますけれど も、例

えば、汚染物質み たいなものに つきましては 、かつて健康 影響評価を やった後で、 また追
加でその調査を、 安全衛生情報 を中心に科学 的知見を集め て、再度、 食品健康影響 評価を
やるべしという形 で「自ら評価 」案件になっ たもの、ある いはこれか らするべしみ たいに
なっているものは あると承知し ております。 たしか鉛とか がそのよう なケースに近 かった
のではないかと思いますけれども、そういう事例はあろうかと思います 。
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○川西座長

水銀 にしろ何にし ろ、今日的に その後のいろ いろな知見 をプラスアル ファし

て追加的に評価し てみると、ま たリスク評価 のグレードア ップといい ますか、それ はきっ
とあるのだろうな と思いますけ れども、テー マに応じても きちんと議 論しないと難 しいで
すね。
先生、どうぞ。

○佐藤委員長

明 確に再評価し た例は多分な いだろうと思 うのですけ れども、例え ば、食

品安全委員会がで きたころにメ チル水銀の評 価をやってい るわけです 。その後、15 年くら
いでいろいろな出 生コホートの データがどん どん新しく出 ていて、最 初に評価した ころは
日本のデータはな かったのです けれども、日 本のデータも 出てきてい ます。そうい う出生
コホートのデータ が出てきたと ころで、私の 個人的な意見 としては、 きっちりした 再評価
をすべきだろうと は思っていま す。それがや はり科学的に という部分 をきっちり整 理させ
ることなのだろうなと思っています。

○川西座長

どうぞ。

○吉田委員

もし 違っていたら 事務局、御訂 正ください。 動物用医薬 品につきまし ては、

システム的に新た な知見はない ということで 再評価をした ことがあり ますけれども 、農薬
につきましては、い わゆる国際整 合性を持っ た再評価とい うのはしたこ とはございま せん。
以上です。

○有田専門委員

農薬取締法を 国際的な動き に合わせると いう話も伺 っています。 水系に

使用してはいけな い有機リン系 殺虫剤を水田 で使用してい る可能性が あります。も ちろん
効果は高いので少 量で殺虫効果 を高められる 。しかし、お 米の部分は もみ殻を剝ぐ のでい
いのですけれども 、稲わらの部 分を畜産の飼 料として使っ た場合、そ れは牛なら牛 の肉の
脂の部分に残留す ることも考え られる。けれ ども、その評 価は多分さ れていないの ではな
いかというような 事です。そこ までを評価し て、もしかし たらかえっ て今、厳し過 ぎるの
はもっと緩めても 畜産は安全で すよというよ うな評価にな るかもしれ ない。現在は 、その
ような最終的な食 べ物までを評 価した形には なっていなく て、農薬の 残留の作例数 とか、
そういうことだけ になっていま す。つまり、 人間が直接口 にする農作 物とは違った 形で使
われた農薬が最終的に人間の口に入った場合の評価も今後は行うのかお 聞きしたい です。

○川西座長

どうぞ。

○吉田評価第一課 長

先生の今 の部分につき ましては、ち ょっと誤解 のないように ですけ
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れども、ある農薬 を使って、そ れが稲わらと かを通じてと いう御指摘 でございます が、そ
ういったものも肥 料・飼料とし て家畜に使わ れるときには 、私どもの 食品健康影響 評価に
基づきまして、そ の上で肥料・ 飼料の管理を するための基 準をつくっ て、ちゃんと 対応す
る形になってござ いますので、 先生御懸念の 点については 一応管理は されていると 理解し
ています。

○有田専門委員

飼料安全法は 知っています 。知っている のですが、逆 に誤解がある のは、

食品残渣を使った ものです。私 は食品リサイ クルの関係に も関わって いますが認証 エコフ
ィードは、FAMICで安全 性を評価した 飼料です。けれど も、そういうも のばかりが出 回って
いるということで はなくて、そ ういう安全性 評価がされて いない、自 宅で作った配 合飼料
もエコフィードと 言っていると ころもありま すので、考え られる使用 方法など、そ ういう
最終的な評価をした結果の農薬取締法であってほしいと思っています。

○川西座長

どうぞ。

○横田専門参考人

今おっしゃ っていた話に ついてですが 、昔からい いますと、家 畜に対

しては全く要求案 件がなかった わけではない です。御存じ かと思いま すけれども、 昔は乳
汁移行性があった のは事実です 。それでも国 際的に見たら どうかとい うこともあっ て、４
～５年前に家畜に 対する要件化 が通知の中で も要求されま して、実際に は去年の５月 から、
そのデータは飼料 作物に適用が ある場合には 必須というこ とで、各メ ーカーも順次 、準備
して出しているところです。
このあたりにつ きましては、先 ほどからお っしゃってい ただいている とおり、今後 先々、
あるいはメーカー も適用拡大等 々でそういっ たデータを準 備できてい れば、当然な がら食
品安全委員会の中 の評価指標と して出てきて おりますので 、家畜にお ける暴露評価 もして
いただいた上で、基 準値がどうな のかという ことまで評価 を受けている と理解してい ます。

○川西座長

この あたり、特定 な問題を取り 上げる場とし ては、ここ の「企画等専 門調査

会」が適当とも思えな い部分もある ので、
「自ら評価」の課 題をどうや ってこれから 発掘す
るのか、それとも やめるという のも選択肢と して一つある のかもしれ ませんけれど も、も
う少しポジティブ に考えて、こ ういう形で発 掘していこう よと。ちょ っとあまり特 定なと
ころでいくと。

○有田専門委員

私は、鬼武さ んから出され た食品安全リ スク評価の 優先順位とい う考え

方は非常にいいと 思っているの ですが、先ほ ど、既にそう いう考え方 で行われてい る的な
回答がありました。けれども、こ のような形で 見えていない のではない かということ です。
ちょっと個別になってしまって申し訳なかったです。
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○川西座長

こう いうことは検 討してできる ことでもあっ て、
「 自ら評価 」の材料探 しとい

うことでも、これ だけ別段やる ということで はなくてもい いのだろう と私は思って いるの
で、まだ少しフリ ーに、公募を して件数は減 っているけれ ども、こう いうやり方も あるの
ではないのかというのも今、議論として。
事務局は、どち らかというと そういう方向 で出してきて いただいて います。事務 局で、
それぞれ専門参考 人への要請と か書いてある けれども、こ れは何らか勝 算ありなので すか。

○松原総務課長

論理的に考え られるという 程度で、どの 程度応募が 増加するかに ついて

は、特段推定しているわけではありません。

○川西座長

多分 、鬼武専門委 員がおっしゃ っているよう なことは、 これと並行し てやっ

ていくこともでき る。私が個人 的に思うのは 、鬼武専門委 員が提案さ れていること を実践
するときの場とし て、ここの「 企画等専門調 査会」がいい のかどうか というのは、 また少
し別問題というような気もするのです。
どうぞ。

○大澤専門委員

事務局と鬼武 専門委員から 説明があった 中で、鬼武 専門委員から は、３

つあり、１、２、３のう ち２と３は連 動していると いう気がしま す。また 、１につい ては、
事務局からあった 資料４の２に ついてと同じ ような方向性 で、今の延 長線上で件数 をどう
増やしていくのか という手法を 考えたという ところだと思 います。鬼 武専門委員の ２と３
は、そもそものリス ク評価のコン セプトにつ いて見直しを しましょうか という話です から、
話としては手法と 今後の体制に ついての検討 の様な話にな っていると 思います。論 点が違
ってしまうのかも しれませんが 、２、３につ いては、食品 安全委員会 の体制であっ たり、
組織とかまで話が展開するようなことも出てくるという気がしました。
お互いの１と２ のところにつ いては、今の 状態に少し付 加すれば件 数も増えるの ではな
いかという方向で すから、件数 を増やすのが 目的なのか、 そもそも論 のリスク評価 のコン
セプトとしてのやり方をどうするかという御提案だったと思います。
鬼武専門委員の 案については 事務局ではど のように考え られている のかコメント がなか
ったので、それをお聞きしたいと思います。

○川西座長

整理していただいて、ありがとうございます。

いかがですか。 昨日の今日み たいな話なの で、多分、事 務局の統一 見解というの は、事
務局長が休まれて いるし、なか なか難しいと は思いますけ れども、今 のところのコ メント
で結構ですので。
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○松原総務課長

事務局総務課 です。個人的 な感想になっ てしまうか もしれません が、２

の優先順位につい ては、確かに 優先順位を定 めることは大 切で委員会 全体の活動が どうあ
るべきかというこ とを検討する に当たっては 有用だと思う 一方で、こ れがこれまで 行って
いる「自ら評価」 の課題と同程 度の特定を行 う上で十分な のかという 点については 、よく
わからない部分があるなと思っています。
３の「自ら評 価」とい う言葉につい て見直すこ とについて 、非常に事 務的に言いま すと、
法令上は 自ら評 価を 行うと いうこ とが委 員会の 所掌事 務に 掲げら れてい るので 、「自 ら評
価」を行うことを いたしません ということは 法令上できな いと考えま す。むしろ、 誤解を
招くことがないよう、適切な情報の提供を行うという話なのかなと承っ ておりまし た。
以上です。

○川西座長

ありがとうございます。

多分、３はちょ っと別の事情 があるかもし れませんけれ ども、２、 ３というのは 、食品
安全委員会のこれ からのことの 基本的な部分 ともリンクし ているから 、そういう意 見が出
たのをどう事務局 的に考えられ るかというの を次回まで宿 題的に。あ まり言うと大 変かも
しれませんけれど も、そこの部 分は次までに 少し、事務局 の考え方と してこういう やり方
がある、いやこれはちょっと無理だと。
「自ら評価」の 今の事務局の お話は、私も 国立の研究機 関にいると 、法令がだめ と言う
ともう全てがだめ という感じに なることがし ばしばあって 、それを何 とか知恵で打 ち破る
ということをやら ねばならない ことが今まで 数々あるので 、この話は なかなか大変 だなと
思いますけれども 、実質的にい ろいろ変えて いくのは、い ろいろな知 恵でやってい けるの
ではないかと思うところです。
もう一つは、今、「自ら評価」 としている のを、今の形 の「自ら評価 」は、来年は もう、
もはやいろいろな 工夫をしても 限界だよねと いう話なのか 、そうでは なくて、事務 局が提
案していただいて いるような募 集の仕方、こ こに書かれて いるような 工夫で何とか 、次も
とにかくやってみ て、今年のよ うにとる課題 がなくなって しまうとい うことではな くなる
ようなことを、と にかく次の年 度でやるかど うか、次回ぐ らいには方 向性を決めた 方がい
いわけですね。そうでもないのですか。

○松原総務課長

募集の方法等 当座取り入れ られるものは 次回くらい までにお決め いただ

き、それ以外の事 項については 、少しお時間 をかけていた だいて議論 いただくのか なと思
います。

○川西座長

はい。

○有田専門委員

先ほど佐藤先 生からコホー ト調査のこと が出された と思うのです 。それ
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は多分、環境省の子 供の化学物質 の関係のコ ホート調査に も関係してい ると思うので すが、
そういうところは ここでは結果 というのです かね。15年経 ってはいな いと思うので すが、
そういうことを何か取り入れて評価するということはされないのですか 。

○川西座長

どうですか。

○吉田評価第一課 長

ちょっと 正しく理解し ていないかも しれません が、例えば「 自ら評

価」をするとなっ た場合には、 そこで私ども でいろいろ調 査、どうい う科学的知見 がある
のかというのを調 べることはご ざいます。そ の際に当然、 環境省関連 の情報も対象 になる
と思います。

○有田専門委員

既に他省で行 われている子 供の健康影響 というか、 科学的な影響 をコホ

ート調査でずっと 追っていて、 ある程度、結 論まではいっ ていないと は思うのです が、出
た場合に、それを 一つここの評 価に取り入れ て、評価案件 にしてみま しょうという ことは
ないのでしょうかという質問です。

○吉田評価第一課 長

そういっ たことは実際 にあると思い ますし、
「自ら評価 」の案 件でや

る場合であっても 、専門委員の 先生とかの情 報を基にやっ たりします ので、例えば 他省庁
で出てきた結果で 何らかの問題 があった場合 には、そうい う先生方を 通じ、あるい はその
ほかの意見などが 出てくれば、 対象に入って くる。まず、 選定の過程 はそういう形 に入っ
てくると思います し、繰返しになり ますが、
「自ら評価」に なった場合 にそれを実際 に評価
する過程におきま しては、他省 庁でやった調 査であったと しても、関 係あるものに ついて
は当然、評価に際しては取り込んでいくという形かと思います。

○有田専門委員

ありがとうございます。

佐藤先生がその 当初をよく御 存じで先ほど 御意見をおっ しゃってい たので、そう いうこ
とはここでは取り 上げていない のだなと思っ たので、再確 認をさせて いただきまし た。何
の回答もなかったので、すみません。

○佐藤委員長

今 の有田専門委 員の御質問は エコチル調査 の話だと思 うのですけれ ども、

今のところ使えそ うなものは、 血中濃度がい ろいろ出てき ているので 、ばく露の評 価には
使えるところがあ ると思います 。それ以外の 例えば発達の アウトカム や何かはまだ 解析さ
れていないので、 すぐには使え ないだろうと 思います、私 の個人的な 考えですけれ ども、
政府のお金でやっ ているものだ から、そうい うのは我々も 政府の機関 ですからどん どん使
ってというか、要求して出してもらうものだろうと思っています。
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○川西座長

どうぞ。

○戸部専門委員

一消費者とし て、専門調査 会の先生方の 専門性とい うところにと ても期

待しています。そ んな中で、鬼 武専門委員の 御提案の２ペ ージ目の「１ －２．考察」（ウ）
の丸ポツの２つ目 、それぞれの 物質あるいは ハザードごと の専門調査 会の今までの 検討の
中で、今、Ａとい う物質を評価 しています。 だけれども、 周辺の構造 が似たもの、 あるい
は類似、あるいは 同じような使 い方をされる 物質について 評価が必要 というような ことが
これまで事例とし てあるのであ れば、そのよ うなものも対 象にすると いうことがあ っても
いいのかなと思いました。

○川西座長

では 、ちょっと今 日は座長の不 手際でだらし ない議論に なってしまい ました

けれども、時間 もそこそこに なってきまし たので、次のときに。
「自ら評価 」そのも のは来
年度に向けて、ど こまでの範囲 をやるか、そ れから、鬼武 専門委員か らかなり食品 安全委
員会の基本的な方 向みたいなこ とに影響する ようなものも 出ましたの で、それは事 務局か
ら、こういうもの を扱うのだっ たらどのよう に扱えるかと いうことに 関する回答も いただ
きつつ、その後、 ここの専門調 査会が担当し ている「自ら 評価」案件 に関して、来 年度に
向けてどの範囲でやっていくか、どういう考慮点をしていくか。
先ほどの１の部 分は、各専門 調査会に合わ せて働きかけ るというこ ともあろうか と思い
ますけれども、そ のあたり、次 回、引き続き 議論させてい ただければ と思います。 ありが
とうございます。
あと、その他で御提案があると聞いておりますので。

○小西専門委員

その他の項目 として、これ から本専門調 査会の中で お話しするこ とが良

いのかどうかも私 には明確では ないので、も し場違いでし たらその旨 、御指摘や御 指導い
ただければと思います。
今日お話しした いのは、リスク コミュニケ ーションに関 する検討のお 願いでござい ます。
案件は、食品に含まれるトランス脂肪酸の健康影響についてでございま す。
御存じのように、米国 食品医薬品 庁（FDA）からは、2015年６月 に通達がなさ れて、本年
６月18日以降、部 分水素添加油 脂の使用が米 国で流通する 食品につい ては規制を受 けるこ
とになってござい ます。この部 分水素添加油 脂というのは 、食品中の トランス脂肪 酸の主
要な供給源とされ ているもので ございます。 ３年間の猶予 期間をもっ て、本年６月1 8日か
ら規制が実施され ると状況でご ざいます。ト ランス脂肪酸 については 、我が国にお いても
多くの方が関心を 持たれている ところであっ て、健康影響 評価につい ても何度か候 補案件
になっていますし 、食品安全委 員会からファ クトシートも 出されてい るところでご ざいま
す。2015年６月にFDAが 発表したとき には、このファク トシートを ベースにして、食 品安全
委員会からFaceboo kにて情報発 信をなされた ことが大変に 大きな影響 を持っていて 、食品
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の選択における消 費者の方々の 適切な判断や 注意喚起を促 していただ き、また、食 品事業
者の冷静な対応を促していただいたと思っています。
今回、６月18日 を境にどのよ うな報道が日 本でなされる かも予見で きませんし、 また、
消費者の方々や食 品事業者の方 々がどのよう に反応なされ るか、受け とめられるか も予見
できない状況でご ざいますけれ ども、前回20 15年６月と同 様に、報道 のされ方によ ってフ
ァクトシートに基 づいて食品安 全委員会から の情報発信の 準備を進め ていただくこ とをぜ
ひお願いしたいところでございます。
いずれにしても 、過熱した対 応ではなくて 、冷静に現状 の日本の食 生活を見なが ら反応
していく、対応し ていくという 、落ちついた 国としての対 応を推進し ていただけれ ば大変
感謝するところでございます。
この調査委員会 が本当にこう いう話をして いいところか どうか私は わかりません が、あ
くまでリスクコミ ュニケーショ ンに関する検 討のお願いと いう主旨で 、今日、お話 をさせ
ていただきました。よろしくお願いします。

○川西座長

今の点について。

○堀口委員

貴重 な情報をあり がとうござい ます。６月18 日という確 定した日数が ありま

すし、食品安全委 員会から最初 の情報を出す かどうかはわ かりません けれども、状 況に従
ってFacebookなど がありますの で、こちらは 情報提供に努 めないとい けないという ところ
はそうなっていま すので、対応 をしないとい うことはあり ませんし、 情報提供に関 してど
のような対応をし ていくのかと いうのは事務 局の中でもい ろいろと関 係省庁とも連 絡はと
られておりますので、その中で対応していくのではないかと個人的に思 っています 。
貴重な情報をどうもありがとうございました。

○小西専門委員

先生のおっし ゃるとおり、 その御対応を よろしくお 願いします。 もとよ

りこの規制自体は 、日本の国内 法として何も 設定されてい ませんし、 まして今回、 規制の
対象となる部分水 素添加油脂の 定義自体も日 本にはない状 態でござい ます。国内の 規制と
は全く無関係では ございますけ れども、やは り影響を受け ないわけで はない。その 可能性
があるということをご理解いただき、御検討をぜひよろしくお願いいた します。

○有田専門委員

トランス脂肪 酸のことです が、消費者団 体の取組と しては、トラ ンス脂

肪酸を毒のような 取扱いで情報 発信はしてお りません。最 近の女子大 生などが１日 に食べ
る菓子パンの量な どを調べます と、やはり国 際的な１日の 基準値を超 えていて、そ れを毎
日食べると、余り良くないというようなことは情報発信をしています。
ですから、騒ぎ 立てるという よりも、新し い知見という のですか。 そういうこと も発信
しながら動いてい ます。一度評 価しているか らそれで終わ りとはいう ことでは無く 、国際
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的な動きも見て、 見直しをして もいいのでは ないですかと いうことが 先ほどの再評 価とい
うところにもつながります。
以上です。

○川西座長

山添先生、どうぞ。

○山添委員

私に 関係しますの で一言だけ申 し上げますと 、日本での 現状のトラン ス脂肪

酸の摂取というも のは、トータ ルな飽和脂肪 酸の摂取と併 せて考えて いかないと、 結局、
優先的に使いやす い脂肪酸は不 飽和脂肪酸で 、その次に飽 和脂肪酸で 、その次にト ランス
脂肪酸です。トラ ンス脂肪酸が 代謝されない のかというと 、代謝され る順位が遅く て、実
際は代謝をされま す。ですから 、トータルな 飽和脂肪酸の 摂取の量を 減らしていく という
のがこれから日本 に必要なので 、その辺のと ころを書いた つもりなの ですけれども 、その
辺のところももう 一度皆さんに 御理解いただ いて、現状の 指標では全 体の脂肪摂取 を考え
ながら栄養をとっ ていこうとい うふうにしい ていくことを 普及してい ただければと 思いま
す。

○川西座長

ありがとうございます。

どうぞ。

○筬島情報・勧告 広報課長

関 連でございま すけれども、 私どもで食 品安全関係情 報とい

うことで、海外の 機関あるいは 海外の学会の 発表等を収集 しまして、 ２週間に１度 、ホー
ムページに掲載し ております。 本件につきま しては関心を 持っており まして、昨年 のカナ
ダの部分水素添加 油脂の関係の 方針について はホームペー ジに載せてお ります 。現在 、FDA
も含めましてアメ リカの動きを 注視するとい う観点から情 報収集を指 示しておりま すので、
情報を得られ次第 、またこうい う形で載せて いきたいと思 いますので 、よろしくお 願いい
たします。
以上でございます。

○川西座長

そういうことでよろしいですか。ありがとうございます。

どうぞ。

○鬼武専門委員

○川西座長

その他のところでいいですか。

別件ですね。どうぞ。

○鬼武専門委員

先ほどの関連 として、2003 年に食品安全 委員会がで きて、今年で1 5周年
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ということで、何か 全体として食 品安全委員 会の取組をア ピールすると か、イベント とか、
そういうことを事 務局はお考え でしょうか。 10周年のとき は確かそう いう活動をさ れてい
たと思いますが、 私は、先ほど のどなたかの 委員が、食品 安全委員会 が情報のプレ ゼンス
を高めるのはこう いうイベント ではないです けれども、何 年かおきな りにそういう ところ
でいろいろ15年史 ではないです けれども、そ ういうまとめ ができると思 ってはいたの です。
先ほど報告はなか ったのですが 、何かお考え はありますか 。もしくは 、我々が言え ばそう
いうことを予算的 にやっていた だけるのでし ょうか。最後 の最後で申 しわけないで すが、
質問です。もしよろしければ。

○川西座長

急に言われてもなかなか難しいと思いますけれども、いかがですか。

○松原総務課長

何かできない かなとは思っ ているのです が、こちら で申し上げる ような

段階にはございません。

○川西座長

ひょ っとしたら何 かありそうだ という答えで したね。考 えていないわ けでも

ないということです。
ほかに、その他で何かございますか。どうぞ。

○春名専門委員

資料１－４で ございます。 前回の11月の ときに食品 安全委員会が 自ら行

う食品健康影響評 価の案件の（1 0）リスク管 理措置等で哺 乳類までし か出ていなく て、私
は家禽類について 質問させても らったら、今 回は詳しく魚 類までちゃ んと資料を提 供いた
だきまして、ありがとうございました。
ただ、私の知人 が養殖業の残 留、抗生物質 とかいろいろ な農薬につ いて調べてみ ると、
法的にも全然拘束 されていない 。家禽類まで は食品衛生検 査法でいろ いろな検査を してチ
ェックしているの ですけれども 、チェック機 構がない。こ れは天然と 養殖と区別な しに書
いているのですけ れども、天然 と養殖はどの ように残留の 、例えばネ オマイシンと かペニ
シリン系、そこの ところの法的 な整備とかチ ェック機構は どうなって いるか。そこ ら辺を
お調べ願えればと思います。

○川西座長

これはちょっと個別の問題になりますけれども、今、何か。

○吉田評価第一課 長

基本的に は厚生労働省 あるいは農林 水産省の管 理側の問題か と思い

ますので、今すぐに 明確なお答え は用意でき ませんので、管 理側にお問 い合わせした 上で、
先生に個別にお答 えさせていた だければと思 いますが、そ んな形でよ ろしゅうござ います
でしょうか。
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○春名専門委員

○川西座長

はい。ありがとうございます。

ありがとうございます。

その他でほかに 何か、今 、御指摘し ておきたい 、質問して おきたいこ とはございま すか。
ないようでしたら、事務局から何か伝えるようなことはございますか 。

○松原総務課長

次回でござい ますけれども 、平成29年度 食品安全委 員会運営状況 報告書

等について御審議 いただきます 。大まかな日 程については 例年どおり ６月くらいを 考えて
ございますけれども、具体的な日程については後日御連絡申し上げます 。
以上でございます。

○川西座長

「自 ら評価」のこ とがちょっと あるので、ひ ょっとする と少し早目が いいと

いうことはないですか。

○松原総務課長

○川西座長

皆様方の御日程を確認いたしたいと思います。

ありがとうございます。

では、以上で第2 3回「企画等 専門調査会」 を終わらせて いただきま す。御協力ど うもあ
りがとうございました。
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