食品安全委員会香料ワー キンググループ
第１回会合議事録

１．日時

平成30年２月５日（月）

２．場所

食品安全委員会中会議室

13:30～16:57

３．議事
（１）専門委員等の紹介
（２）ワーキンググループの運営等について
（３）平成29年度食品安全委員会の運営計画について
（４）座長の選出・座長代理の指名
（５）「イソブチルアミン、イソプ ロピルアミ ン、sec -ブチルア ミン、プロピルア ミン、
ヘキシルアミン、 ペンチルアミ ン、2-メチル ブチルアミン 」に係る食 品健康影響
評価について
（６）その他

４．出席者
（専門委員）
山崎座長、伊藤専門委員、梅村専門委員、紙谷専門委員、
佐藤専門委員、髙須専門委員、塚本専門委員、戸塚専門委員、
西専門委員、山田専門委員
（専門参考人）
杉山専門参考人
（食品安全委員会委員）
佐藤委員長、山添委員、吉田委員
（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、本堂課長補佐、治田係長、三宅係長、新井参 与

５．配布資料
資料１－１

食品安全委員会専門調査会運営規程

資料１－２

食品安全委員会における調査審議方法等について
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資料１－３

「 食品安全委員 会における調 査審議方法等 について」 に係る確認書 につい
て

資料１－４

香料ワーキンググループの設置について

資料２

平成29年度食品安全委員会運営計画

資料３－１

添 加物「イソブ チルアミン、 イソプロピル アミン、 sec -ブチルアミ ン、プ
ロピルアミン、ヘキシ ルアミン、ペンチ ルアミン、2-メチ ルブチルアミ ン」
概要書

資料３－２

添 加物評価書「 イソブチルア ミン、イソプ ロピルアミ ン、 sec -ブチ ルアミ
ン、プロピルアミ ン、ヘキシル アミン、ペン チルアミン、 2-メチルブ チル
アミン」（案）

参考資料

香料に関する食品健康影響評価指針

６．議事内容
○池田評価情報分 析官

定刻に なりましたの で、ただいま から第１回 「香料ワーキ ンググ

ループ」を開催い たします。こ のたびは、専 門委員をお引 き受けいた だきましてあ りがと
うございます。ま た、本日は、 御多忙の中、 御出席いただ きまして誠 にありがとう ござい
ます。
事務局の池田と 申します。座 長が選出され ますまでの間 、私が議事 を進行いたし ますの
で、よろしくお願いいたします。
まず初めに、佐藤食品安全委員会委員長より、挨拶をいたします。
○佐藤委員長

皆さん、こんにちは。食品安全委員会の佐藤です。

本日は、香料ワ ーキンググル ープ第１回の 会合というこ とで、私の ほうから御挨 拶申し
上げたいと思います。
このたびは、専 門委員への就 任を御快諾い ただき、あり がとうござ います。食品 安全委
員会の委員長として御礼申し上げたいと思います。
もう大分前の話 になりますけ れども、安倍 内閣総理大臣 から平成29年 10月1日付で 食品安
全委員会専門委員 として任命さ れていらっし ゃると思いま す。専門委 員の先生方が 所属さ
れる専門調査会あ るいはワーキ ンググループ については、 委員長が指 名することに なって
おりますので、先 生方を香料ワ ーキンググル ープに所属す る専門委員 として指名さ せてい
ただきました。
香料については 、我が国では 添加物として 扱われ、これ まで食品安 全委員会にお いても
添加物専門調査会 において評価 を行っていた だいておりま した。一方 、香料は、化 学構造
及び代謝の類似性 、構造クラス 分類等、一般 的な添加物あ るいは化学 物質とは異な る香料
に特有の観点から の評価が必要 とされます。 そこで、食品 安全委員会 では平成28年 ５月に
「香料に関する食 品健康影響評 価指針」を策 定いたしまし た。このた び、香料ワー キング
グループを立ち上 げ、香料特有 の観点から専 門委員の皆様 によって評 価いただける 体制を
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整えたところであ ります。専門 委員の先生方 におかれまし ては、各分 野における最 先端の
専門知識を生かし御審議をお願いしたいと思っております。
食品安全委員会 は、リスク評 価機関として の独立性と中 立性を確保 しつつ、科学 的な知
見に基づき、客観 的で公正な立 場から食品健 康影響評価を 行うことを 掲げておりま す。専
門委員の先生方に おかれまして は、この大原 則を御理解の 上、それぞ れ専門分野の 科学的
知見に基づき、会議の席で御意見を交わしていただけますようにお願い いたします 。
通常私どもが考 える科学は、 精密なデータ をもとに、正 確な解答、 真理を求めて いくも
のであります。一 方、御承知の ように、リス ク評価は多数 の領域の学 問が力を合わ せて判
断をしていく科学 、レギュラト リーサイエン スの一部であ ると考えら れています。 リスク
評価において、あ るときは限ら れたデータし かない場合で も完璧さに こだわらずに 解答を
出すことが求めら れることもあ ることを御理 解いただいて いるかと思 います。香料 の評価
は、まさにそのような指針に基づいて行われるものと考えております。
一般的な話とな りますが、食 品安全分野で はリスクアナ リシスの考 え方が導入さ れてお
ります。この考え 方では、リス ク評価とリス ク管理の機能 は明確に区 分されるべき である
とされております 。我が国にお いては、リス ク評価機関で ある食品安 全委員会は、 リスク
管理機関から組織 的にも切り離 されておりま す。このこと は、独立性 と中立性を確 保する
意味ではよい方向 に作用してお りますが、そ の一方で、AD IやTDIを設 定したらそれ でリス
ク評価が終了した ように思って しまいがちと いう弊害も生 んでいるよ うに思ってお ります。
ADIやTDIはそれを 決めたという だけでは国民 の健康を守る ことにはな らずに、リス ク管理
機関がそれらに基 づいて最大残 留基準値や規 格基準を決定 して初めて 実効性を持つ もので
あるわけです。ま た、適切なば く露評価が行 われて、現状 が安全であ るのか、懸念 がある
のか、何か対策が 必要なのかと いったことが 明らかになる わけです。 そういう意味 におい
て、これまで真の 意味でのコー デックスのい うリスク評価 が十分に行 われてきたの か、内
心忸怩たる思いも持っております。
なお、専門調査 会の審議につ いては原則公 開となってお ります。先 生方のこれま での研
究から得た貴重な 経験を生かし た御発言によ り、また、総 合的な判断 に至るまでの 議論を
聞くことにより、 傍聴者の方々 にもリスク評 価のプロセス や意義を御 理解いただけ 、情報
の共有に資するものと考えてございます。
食品のリスク評 価は、国の内 外を問わず強 い関心が寄せ られていま す。専門委員 として
の任務は、食品の 安全を支える 重要かつ意義 深いものです 。専門委員 の先生方にお かれま
しては、国民の期 待に応えるべ く、適切な食 品健康影響評 価を科学的 にかつ迅速に 遂行す
べく御尽力いただ けますようお 願い申し上げ て挨拶といた します。ど うぞよろしく お願い
いたします。
○池田評価情報分析官

ありがとうございました。

次に、本日、席上に配布しております資料の確認をお願いいたします 。
お手元に「第１ 回香料ワーキ ンググループ 議事次第」を 配付してお りますので、 ご覧く
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ださい。
議事次第。
座席表。
専門委員名簿。
資料１－１「食品安全委員会専門調査会運営規程」。
資料１－２「食品安全委員会における調査審議方法等について」。
資料１－３「『 食品安全委員 会における調 査審議方法等 について』 に係る確認書 につい
て」。
資料１－４「香料ワーキンググループの設置について」。
資料２「平成29年度食品安全委員会運営計画」。
資料３－１「添 加物『イソブ チルアミン、 イソプロピル アミン、 sec -ブチルアミ ン、プ
ロピルアミン、ヘキシルアミン、ペンチルアミン、2-メチルブチルアミ ン』概要書 」。
資料３－２「添 加物評価書『 イソブチルア ミン、イソプ ロピルアミ ン、 sec -ブチ ルアミ
ン、プロピル アミン 、ヘキシルア ミン、ペンチルアミ ン、2- メチルブチル アミン 』
（案 ）」。
参考資料「香料に関する食品健康影響評価指針」。
また、お手元にそのほかに机上配布資料を２枚お配りしております。
参考文献等はタブレット端末を御参照いただければと思います。
不足の資料等ございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。
それでは、議事 に入ります。 まず、専門委 員の御紹介で ございます 。私のほうか らお名
前を五十音順に紹介いたしますのでよろしくお願いいたします。
伊藤清美先生。
梅村隆志先生。
紙谷浩之先生。
佐藤恭子先生。
髙須伸二先生。
塚本徹哉先生。
戸塚ゆ加里先生。
西信雄先生。
山崎壮先生。
山田雅巳先生。
本日は、以上10 名の専門委員 に御出席いた だいておりま す。なお、 久保田紀久枝 専門委
員、吉成浩一専門 委員につきま しては、御都 合により御欠 席との連絡 をいただいて おりま
すので、お名前のみ紹介させていただきます。
また、既に専門 委員の皆様に は御承知おき いただいてお りますとお り、本日は国 立医薬
品食品衛生研究所の杉山圭一先生に専門参考人として御出席をいただい ております 。
また、本日は、 食品安全委員 会から、担当 委員である山 添委員、吉 田委員にも御 出席を
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いただいております。
最後に、事務局を紹介いたします。
川島事務局長でございます。
小平事務局次長でございます。
吉田評価第一課長でございます。
吉岡評価第二課長でございます。
本堂課長補佐でございます。
治田係長でございます。
三宅係長でございます。
新井技術参与でございます。
私は、評価情報分析官の池田でございます。どうぞよろしくお願いい たします。
次に、ワーキン ググループの 運営等につい てでございま す。お手元 の資料１－１ 、１－
２及び１－４をご覧いただければと思います。
まず、資料１－１でございます。
運営規程という ことで、ワー キンググルー プに関しまし ては、２ペ ージにござい ますよ
うに、第６条第１ 項で「委員長 は、特定の分 野について集 中的に審議 を行う必要が あると
認めるときは、委 員会にワーキ ンググループ を置くことが できる」と いう規程がご ざいま
して、これに従い まして設置を させていただ いております 。第６条第 ３項では、運 営につ
いて、専門調査会に関する規定を準用することになってございます。
資料１－４に飛 びます。「香 料ワーキング グループの設 置について 」という食品 安全委
員会決定がござい まして、こち らに香料ワー キンググルー プの設置の 趣旨等が定め られて
おります。
「１

香料ワー キンググルー プ設置の趣旨 」について簡 単に御紹介 させていただ きます

けれども、香料に ついてはこれ まで品目ごと のデータをも とに添加物 専門調査会に おいて
評価が行われてき たところでご ざいます。平 成28年５月に 「香料に関 する食品健康 影響評
価指針」が取りま とめられまし て、この中で は、類縁化合 物の遺伝毒 性試験を参照 した評
価を可能にすると ともに、構造ク ラス分類を 踏まえたTTCの 考え方など が導入されて おりま
す。今後、香料の 件数が増える ことも予想さ れますし、ま た、当該指 針の策定によ りまし
て、一般的な添加 物とは異なる 観点からの評 価も必要にな るというこ とで、関連す る分野
の先生方に御参加 をいただきま して調査審議 を行うという 目的で本ワ ーキンググル ープが
設置されたということでございます。
「２

所掌事務 」につきまし ては、記載の とおり、香料 の食品健康 影響評価に関 する事

項についての調査審議ということでございます。
「３

構成及び 運営」でござ いますけれど も、（２）に ございます ように、「WG に座長

を置き、WGに属する専 門委員の互選 により選任す る」ということ になってござ います。
（４）
にございますよう に、「座長に 事故があると きは、WGの構 成員のうち から座長があ らかじ
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め指名する者が、その 職務を代理す る」ということ で、座長代理の 規程がござい ます。
（６）
にございますように、座長または座長代理が議長となることが定められ てございま す。
次に、資料１－ ２は、調査審 議の中立性、 公正性を確保 するための 事項について 定めて
いる決定でございます。
中身は、専門委 員をお務めい ただいている 先生方が申請 資料の作成 に関与された 場合な
どを含めまして、 公正性、中立 性に照らして 不適切と考え られる場合 について、こ の紙の
２（１）の①～⑥ のケースを定 めているとこ ろでございま す。これら に該当するか どうか
を判断するために 、既に御記入 いただいたか と思いますが 、確認書を 御提出いただ いてい
るところでござい ます。確認書 につきまして は、裏側の２ （２）にあ るとおりでご ざいま
す。同じページの （５）にござ いますように 、これらの事 由に該当す る場合は、審 議の席
から御退室いただく規程になっております。御確認をいただければと思 います。
以上でございま すけれども、 何か今の御説 明等につきま して、御意 見等、御質問 等ござ
いますでしょうか。大丈夫でしょうか。
それでは、今の 内容について 御確認をいた だきまして、 また、御留 意いただきま してお
務めをいただければと存じます。
次に、資料２「平成29年度食品安全委員会」をご覧いただければと思 います。
平成29年度とい うことでもう かなり経って ございますの で、今さら の感じがござ います
けれども、専門調 査会の審議に 関係するとこ ろについて簡 単に御紹介 をさせていた だきま
す。
２枚目の裏側に 「第１」とい うことで中身 がございます けれども、 まず、重点事 項がご
ざいますところに ５項目あるの ですけれども 、（２）「①

食品健康 影響評価の着 実な実

施」ということで、御審議に関係の深い部分かと思います。
次のページをご 覧いただきま して、「第２ 」の運営全般 につきまし て、「（３） 食品健
康影響評価に関す る専門調査会 の開催」で、 ①にワーキン ググループ の関係で「原 則とし
て、委員会の下に 専門調査会と 同等の位置づ けとするワー キンググル ープを設置」 する旨
が記載されている ところでござ います。「第 ３」としまし て食品健康 影響評価の実 施とい
うことで、リスク 管理機関から 要請をされた 案件の着実な 実施という ことで、（２ ）には
「企業申請品目」 といわれるも のにつきまし て標準処理期 間が１年と なっておりま すけれ
ども、これに従って 計画的な調査 審議を行う ことなどが書 かれていると ころでござい ます。
簡単でございますが、御紹介をさせていただきました。
以上でございますけれども、何かございますでしょうか。大丈夫でし ょうか。
なお、平成30年 度が間もなく まいりますけ れども、平成 30年度の運 営計画につき まして
も、現在策定を進 めております ので、また策 定の後、機会 があれば追 って御説明を させて
いただきたいと思います。
よろしいでしょうか。
次に、本ワーキンググループの座長の選出をお願いしたいと思います 。
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座長の選出につ きましては、 先ほど御紹介 させていただ きました、 「ワーキング グルー
プの設置について の３（２）に もございまし たけれども、 「WGに座長 を置き、WGに 属する
専門委員の互選により選任する」ことになってございます。
御推薦等、いかがでございましょうか。
梅村先生。
○梅村専門委員

香料全般に高い見識をお持ちの山崎壮先生が適任かと存じます。

○池田評価情報分析官
○山田専門委員

山田先生、お願いします。

私も、梅村先生の意見に賛成です。山崎先生を推薦いたします。

○池田評価情報分 析官

ただい ま、梅村専門 委員、山田専 門委員から 山崎専門委員 を座長

にという御推薦が ございました けれども、い かがでござい ましょうか 。御賛同いた だける
場合は拍手いただければと思います。よろしいでしょうか。
（拍手あり）
○池田評価情報分析官

ありがとうございました。

それでは、御賛 同いただきま したので、座 長に山崎専門 委員が互選 されました。 山崎専
門委員、座長席にお移りいただきたいと思います。
（山崎専門委員、座長席へ移動）
○池田評価情報分析官

ありがとうございます。

それでは、山崎座長から一言御挨拶をお願いいたします。
○山崎座長

山崎 でございます 。座長という 大任を仰せつ かりました 。精いっぱい やって

いきたいと思います。
国際汎用香料の 評価が一段落 しまして、そ の後を受けま して、どの ように評価を してい
くかで、食品安全 委員会で新し い評価指針を つくりました ので、それ に基づいて今 後審議
していくわけです が、今回が第 １回目という ことになりま す。そうい う意味では、 新しい
評価方法を食品安 全委員会では 採用すること になりますの で、先生方 の御協力を得 て進め
ていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
○池田評価情報分析官

ありがとうございました。

次に、運営規程 では、「座長 に事故がある ときは、WGの 構成員のう ちから座長が あらか
じめ指名する者が 、その職務を 代理する」と ありますので 、座長代理 の指名をお願 いいた
します。それから 、これ以降の 議事の進行に つきましては 、山崎座長 にお願いをし たいと
思います。
○山崎座長

座長 代理ですが、 私としては、 医薬基盤・健 康・栄養研 究所の西先生 にお願

いをしたいと思います。皆様いかがでしょうか。よろしいですか。
（拍手あり）
○山崎座長

ありがとうございます。

それでは、座 長代理を西 先生にお願い いたします 。西先生 、御挨拶を お願いいたし ます。
○西専門委員

あ りがとうござ います。医薬 基盤・健康・ 栄養研究所 、国立健康栄 養研究
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所の西でございま す。御指名で すので、座長 代理を務めさ せていただ きます。不慣 れです
が、山崎座長をサ ポートできる ように努めた いと思います ので、どう ぞよろしくお 願いい
たします。
○山崎座長

ありがとうございます。

それでは、事務 局から「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お 願いいたし ます。
○本堂課長補佐

では、本日の 議事に関する 専門委員等の 調査審議等 への参加に関 する事

項について御報告いたします。
本日の議事につ いて、平成15 年10月２日委 員会決定の２ （１）に規 定する調査審 議等に
参加しないこととなる事由に該当する専門委員はいらっしゃいません。
以上です。
○山崎座長

提出 いただいた確 認書について 、委員の先生 方、その後 の変更はあり ません

でしょうか。よろしいですか。
事務局の報告のとおりというふうに判断いたします。
それでは、これから審議を行います。
本日は、イ ソブチルア ミン、イ ソプロピル アミン、sec -ブチル アミン 、プロピルア ミン、
ヘキシルアミン、 ペンチルアミ ン、2-メチル ブチルアミン 、これらの アミン類に関 する食
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をお願 いいたしま す。
○治田係長

ありがとうございます。

まず、資料の取り扱いについて御説明いたします。
参考文献、追加 文献等につい ては、先生方 のお手元にお 配りのタブ レット端末を 御参照
いただければと存じます。
また、お手元の 参考文献５及 び46について 、ファイル１ 枚目に「マ スキング」と 記載が
あるものにつきま しては、グレ ーにマスキン グされた箇所 が、要請者 等の知的財産 等に係
る情報であり、一 般には非開示 となっており ます。なお、 要請者より 、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、本ワ ーキンググル ープにおいて 、安全性を審 議する際に 必要不可欠と みなし
たデータについての御発言及び評価書への知見の記載は可能でございま す。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、「資 料３－２」と 右肩にある評 価書案及び参 考資料「香 料に関する食 品健康
影響評価指針」を用いまして、簡単に御説明させていただきます。
まず５ページを お開きくださ い。５ページ から「Ⅰ．評 価対象品目 の概要」でご ざいま
す。２行目のとこ ろ、「１．用 途」とござい まして、そち らに香料と 記載のあるよ うに、
今回香料として使 用される７つ のアミンの御 審議をお願い する次第です 。その下、表 １に、
これら７つのアミ ンについての 名称、C AS登録番号 、構造式 といった情 報を記載して ござい
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ます。その下、「３．起源又は発見の 経緯」がございま して、そちらに 記載があるよ うに、
これら７つの品目 は、いずれも 脂肪族第１級 アミンであり まして、６ ページの表に 示した
ような食品中に存 在するとされ ております。 表２を見てい ただければ 、どのような 食品に
存在するか、また 、濃度の報告 があるものに ついてはどの ような濃度 で存在するか という
ことかおわかりに なるかと思い ます。この点につ きまして、その下 の四角で「事務局 より」
と記載しておりま すが、この表２ では代表的 な食品３つが 記載されてい るのですけれ ども、
要請者から提出さ れた原著を見 ますと、一部 のアミンにつ いては表２ の食品以外に も幾つ
か例が載っている ので、表もよ り詳細に書い たほうがよろ しいでしょ うかというこ とで、
佐藤先生と山崎先 生から御意見 をいただいて います。また 、あわせて 食品中の濃度 も同じ
表にまとめてよいかということも先生方にお伺いしております。
７ページ、同じ 点につきまし てですけれど も、本日御欠 席の久保田 先生から御意 見いた
だいているので、 ここで御紹介 いたします。 久保田先生か らは、「濃 度の報告があ るもの
については濃度の 多いもの上位 ３つを示した ことと、濃度 の報告がな いものについ ては全
ての検出例を示し た旨脚注に示 すというのは いかがでしょ うか。３例 を選ぶ根拠が ないの
と、概要によれ ば、検出 例が多くない ので全部記 載してもよい のではと思い ました。また、
濃度の記載がない ものについて は同じ表にま とめて示して よいと思い ます。脚注が あると
わかりやすいと思 います」との 御意見でござ います。この 点につきま して、どのよ うに表
を記載するか御議 論いただけれ ばと思います 。７ページ２ 行目から、 「４．我が国 及び諸
外国における使用 状況」という ことで、我が 国においては これら７品 目の使用は認 められ
ておりませんが、E U、米国、オ ーストラリア 及びニュージ ーランドに おいては使用 が認め
られていまして、 例えば米国で は、焼き菓子 、アイシング 等の食品に 使用されてい るとい
うことでございま す。その下、1 0行目からは 「５．我が国 及び国際機 関等における 評価」
です。まず、我が 国についてで すが、これら ７つのアミン の評価を食 品安全委員会 ではこ
れまでに行ってお りません。ただし、後 ほど御説明し ますけれども、JE CFAではこれ ら７つ
のアミンを含む複 数の香料につ いてグループ としての評価 を行ってい まして、その グルー
プに入っている別 のアミンにつ いては、食品 安全委員会で も評価した ことがござい ます。
それらの評価結果 については、1 8行目から記 載がございま すけれども 、いずれも、 食品の
着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないというとされておりま す。
次に、８ページ をご覧くださ い。「(２)JE CFAにおける 評価」でござ います。JECF Aは、
先ほど申し上げた とおり、「脂 肪族および芳 香族のアミン 及びアミド 」というグル ープで
評価しておりまし て、今般要請さ れている７ つのアミンも このグループ に入っており ます。
今回の７つのアミ ンについては 、いずれも構 造クラスⅠで あり、推定 される摂取量 がその
摂取許容値を下回 っていること から、現状の 摂取レベルで 安全性に懸 念はないとい う評価
をしております。そ の下７行目か ら、その後、J ECFAはもう一 度評価をし ていますけれ ども、
結論は変わってい ないというこ とでございま す。その下12 行目から、 「(３)EUにお ける評
価」でございます けれども、EU においても、 JECFAでの評 価を支持する としておりま して、
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その後２度ほどそ の結論につい て再確認をし ているという ことでござ います。８ペ ージ20
行目からは、評価 要請の経緯等 について、今 般、そちらに 記載のとお りですが、厚 生労働
省で書類が取りま とめられまし て、食品安全 委員会に対し て食品健康 影響評価の依 頼があ
りました。厚生労 働省では、食 品安全委員会 の評価結果通 知の後に、 これら７つの アミン
については「着香 の目的以外に 使用してはな らない」とい う使用基準 を設定した上 で、添
加物として指定す る予定である ということで ございます。 また、８ペ ージ30行目か ら、今
回、一昨年に策定 いただいた香 料に関する指 針に基づいて 評価を行う 旨を記載して ござい
ます。
品目の概要については以上です。御議論のほどよろしくお願いいたし ます。
○山崎座長

事務局、ありがとうございました。

それでは、今説 明のありまし た評価対象品 目の概要につ いて、５ペ ージから始ま って８
ページまでの範囲 内での議論を 行っていきま す。先生方か ら事前にコ メントも出て おりま
すが、その補足も含めて先生方から御意見がありましたらお願いいたし ます。
佐藤先生、どうぞ。
○佐藤専門委員

コメントをし た部分で、表 ２の「存在す る主な食品 及び濃度」の ところ

で、久保田先生か ら、報告がな いものについ ては全ての検 出例を示し たほうがよい という
御意見をいただい ておりますが 、私としても どちらでもい いのかなと 思ったことと 、食品
安全委員会の諮問 の資料で３種 類ずつが記載 されていたと いうことは 、どちらかと いうと
この３つのほうが メジャーなの かなという印 象を受けたと いうことと 、アミンなの で、い
ろいろなものに微 量入っている 、いろいろな 食品のにおい を特徴づけ るようなもの ではな
く、わずかにどれ にでも含まれ ているような 印象を受けま したので、 私としては３ 種類記
載されていればい いのではない かということ で書いたので すけれども 、久保田先生 の御意
見もあるので、皆さんの御意見をお伺いしたいと思います。
○山崎座長

ほかの先生方、御意見ありますでしょうか。

どうぞ。
○梅村専門委員

何例記載する かについてで はなくて、検 出濃度がわ からないもの につい

ては、（不明）に するとか、久 保田先生がお っしゃるよう に何かマー クをつけて脚 注で説
明するか、このままだと何かちょっと違和感がありますね。
○山崎座長

佐藤先生、どうぞ。

○佐藤専門委員

具体的な濃度 の報告がある ものについて は記載した という表現に なって

いる、それだとや はり不十分と 。多分、微量 すぎて定量的 に濃度は測 っていないと か、そ
ういうことなのかなと思うのですけれども。
○梅村専門委員

いずれにして も何か説明が ないと、皆ほ かは括弧が ついて検出濃 度が書

いてある中で、何もなく、ただ品名だけ出ているのは何か違和感を持つ ということ です。
○山崎座長

そう しましたら、 文献データと して濃度の報 告はないの だけれども含 まれて

いるというものが ここに例示さ れていますけ れども、それ に関しても 、濃度は示さ れてい
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ないが報告があっ たというよう な旨を脚注で 追加すればい いと考えれ ばよろしいで しょう
か。
佐藤先生、どうぞ。
○佐藤専門委員

概要書の５ペ ージの表２－ １には、「検 出報告例[５ ]から検出濃 度の上

位３位をめどに抜 粋転記した。 なお、検出濃 度が示されて いなかった 物質について は検出
例をすべて転記し た」と、これ は「すべて」ですが、こう いった「注」が書いてある ので、
これをそのまま持ってきたほうがいいということでしょうか。
○山崎座長

先生 方、わかりま すか。資料３ －１の５ペー ジに表２－ １があります が、そ

の表の下の注です 。これをその ままあるいは 文言を若干い じって注と したらばいい でしょ
うというのが佐藤 先生の御意見 ですが、それ に対して、も っといい考 えがあるよと いう先
生はいらっしゃいますか。よろしいですか。
○治田係長

それ では、そのよ うな方向で文 案を作成して 、御確認い ただきたいと 思いま

す。
○西専門委員

遅れて発言して申しわけありません。

概要書の表２－ １は、「食品 からの検出例 」というタイ トルになっ ていて、こち らのほ
うがわかりやすい かと思います 。評価書の表 ２の表現、「 各品目の存 在する主な食 品」と
なりますと、検出 の濃度が高い のか、摂取量 といいますか 、摂取頻度 といいますか 、摂取
する量が多くて主 な食品なのか が少しわかり にくいと思い ます。概要 書の表２－１ の表現
のほうがいいのではないかと思います。
○山崎座長

表の タイトルを変 えましょうと いう御意見で すが、それ に対して御異 議の先

生はいらっしゃいますか。
どうぞ。
○山添委員

この 概要書にもき ちんと書いて くださってい ると思うの ですが、あく までも

存在の報告例で、 これが代表値 であるという 証拠はないの ですね。そ れも踏まえて 、先ほ
ど西先生もお話し くださったよ うに、この概 要書の記載を ある程度き ちんと反映で きるよ
うな形で記載していただければいいのではないかと思います。
○山崎座長

それでは、事務局はその方向で修正案をつくっていただけますでしょ うか。

○治田係長

承知いたしました。

○山崎座長

ほかに先生方から御意見ございますか。よろしいですか。

では、ここの部分 に関しては、今の表を一部 修正するとい うことでい きたいと思い ます。
続きまして、次の問題に移 りたいと思い ます。「 Ⅱ．一日摂 取量の推定 」について です。
この部分について、事務局から説明をお願いできますでしょうか。
○治田係長

ありがとうございます。

９ページでござ います。また 、参考資料の 評価指針の６ ページもあ わせて御確認 いただ
きたいのですけれども、よろしいでしょうか。
指針の６ページ の中ほどの「 １

評価の流 れ」において 、「まず、 評価対象とな る香料
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（以下「評価対象 香料」という 。）の遺伝毒 性の評価を行 い、遺伝毒 性の懸念がな いと判
断した場合には、 次に、摂取量 推計を踏まえ た、一般毒性 の評価を行 う」と記載が ござい
ます。ただ、評価 書の構成の都 合ですけれど も、遺伝毒性 と一般毒性 については、 まとめ
て「安全性に係 る知見」ということで 後ろのほう に来るので 、それより も前というこ とで、
この位置に摂取量の推定の記載がございます。
それでは中身に ついて御説明 いたします。 ２行目からに ございます とおり、今回 の指定
等要請者が表３の ように摂取量 を推定してき ております 。この推定 では、JECF A、EFSA 、あ
るいは国際フレー バー工業協会 による推定値 についてまと め、それら の中で最も多 いもの
を推定一日摂取量 としておりま す。これらの 値は欧米のも のですけれ ども、日本で も同等
であろうということで、そのような推定がなされております。
この推定が妥当 かどうかとい うことで、10 ページの四角 の中ですけ れども、「事 務局よ
り」として、御確 認を先生方に お願いしてい ます。専門委 員の先生方 から御意見を いただ
いていますので、 後ほど御説明 いただければ と思います。 また、本日 御欠席の久保 田先生
からは「これでよ いと思います 」という御意 見をいただい ております 。その下、10 ページ
の８行目から、「 なお」という ところですが 、これらのア ミンは食品 中にも含まれ ている
ということで、濃 度の報告があ るものについ ては、国民健 康・栄養調 査の食品群別 摂取量
を食品の摂取量と し、報告され ている濃度と 掛け算いたし まして、大 体ですけれど も、こ
の代表的な食品か らはこのぐら いの量を摂取 しているだろ うという推 計値を載せて おりま
す。それらと香料 としての摂取 量を比べたと ころ、いずれ も香料とし ての摂取量が 食品由
来の摂取量の1,000 分の１以下で あったとい うことでござ います。この 部分の記載に ついて
も、先生方に御確 認をお願いし ておりまして 、御意見をい ただいてい ます。本日御 欠席の
久保田先生からは 「これでよい と思います」 という御意見 をいただい ていますので 、御紹
介させていただきます。
事務局からの御説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○山崎座長

ありがとうございました。

それでは、この 一日摂取量の 推定の項目に つきまして、 事前に委員 の先生方から のコメ
ントも出ておりま すが、それの 追加コメント も含めまして 、先生方か ら御意見があ ればお
願いいたします。
梅村先生、どうぞ。
○梅村専門委員

香料評価では この推定摂取 量がキーにな るだろうと 思うのですけ れども、

そうしたときに、JE CFAやEFSAの 数値と日本で の摂取量に確 かにそう大 きな開きがな いとい
う点が一番の議論 の中心になる だろうと思う のです。この ワーキング グループとし て妥当
と判断したという あたり、10ペ ージの上６行 分ですけれど も、ここの ところをもっ とはっ
きりと「これでいいと判断した」という強い表現は要らないのでしょう か。
○山崎座長

それ に関して、先 生方から御意 見はあります か。特に国 際汎用香料の 議論を

御経験された先生方からコメントをいただければありがたいのですが。
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佐藤先生、いかがですか。
○佐藤専門委員
○山崎座長

私は香料にはかかわっていなかったので、すみません。わかりま せん。

質問をされた梅村先生には申しわけないのですが、いかがですか。

○梅村専門委員

表３に出てい る数字はみん な海外のもの ですね。で も、ここのワ ーキン

グは日本のばく露量で評価するのですよね。
○山崎座長

実際 に日本のばく 露量は、使用 されていない 香料化合物 についてはば く露量

の実績がないですから、数値はないはずですよね。
○梅村専門委員
○山崎座長

推定するのではないのですか。

はい 。それで推定 するしかない のだけれども 、その推定 を食品添加物 として

の香料化合物の摂 取量の実績が ない日本にお いて、その外 国のデータ を使う以外に 方法は
あるかという。
○梅村専門委員

使うこと自体 には全く異議 がないのです けれども、 ちゃんと丁寧 にこの

ワーキンググルー プとしての考 えを説明する 必要があるの ではないか ということな のです。
つまり、そこが議 論の中心にな るのだと思う ので、なぜこ の数値で日 本人でもほぼ 大丈夫
だとなったのかというあたりを詳しく説明すべきではないかと思ったの です。
○山崎座長

梅村 先生の御意見 はそのような 御意見ですが 、それに関 して先生方か らあり

ますか。
山田先生、どうぞ。
○山田専門委員

梅村先生が言 われていると ころは、「妥 当と判断し た」という根 拠を、

３行目から４行目 にかけて「既 に指定されて いる香料物質 の我が国と 欧米の推定摂 取量が
同程度との情報が あることも踏 まえ」とさら っと書いてい るのが、こ れだけでいい のです
かということだと 思うのです。 実際、「参照 20」というの は、この私 が見ていると ころは
合っているのでし ょうか。少な くともこの「 同程度との情 報」の情報 のもとは示し ておい
たほうがいいと考えます。それが「参照20」ではないような気がするの ですけれど も。
○治田係長

タブ レットの20番 ではなく、タ ブレットでは 「追加２」 となっている もので

ございます。
○山田専門委員

これを根拠に 「同程度」と いうことで書 いているの ですね。そう いうこ

とですか。
○治田係長

はい。

○山田専門委員

根拠があるの だったらいい のかもしれな い。行数が 長ければいい という

問題でもないので すけれども、 肝心なのにさ らっと書いて いるところ が問題で、こ れだけ
で済ませていいの ですか？とい うことではな いかと思うの です。その ご意見はごも っとも
だと思うのです。 最終的にこの 文章として、 この場で追加 ２の資料を 見て確認・議 論する
ことで済みますでしょうか。
○山崎座長

佐藤先生、どうぞ。

○佐藤専門委員

今回は脂肪族 アミンですけ れども、まず は、平成14 年のデータが 古いの
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で、もうちょっと 新しいもので 何かアミン系 のもの、アミ ン類につい て海外と日本 でどの
くらいデータが違 うかという比 較をしている ものがもしあ れば、アミ ン系について は日本
も海外も余り変わ らないとかと いう根拠をも とにここの一 文が書ける のではないか と、ち
ょっと今思いまし た。それはち ょっと調べて みないとわか らないので すけれども、 そのよ
うなデータとかが あれば、既に 指定されてい る同類のもの で海外と推 定が一緒とい う情報
もあることからと いうところに 引用をプラス すれば、この 文章でいい のではないか と思う
のですが、いかがでしょうか。
○山崎座長

それ に対しては、 既に日本で指 定されている アミン系だ けでなくて、 香料化

合物の指定後の追 跡調査のデー タはどの程度 入手可能です か。それと 、指定時に提 出され
た海外の摂取量と の値を比較し たという調査 研究結果があ ればいいと 思うのですが 、例え
ば、厚労科研費のような報告でそのようなものはあるのでしょうか。
佐藤先生、おわかりになりますか。
○佐藤専門委員
○山崎座長

そのデータは公開されているデータですか。

○佐藤専門委員
○山崎座長

一応定期的に調査はしているので、データはあると思います。

厚労科研のデータなので、既に公開はされています。

そういうものを引用することは可能ですか。

○本堂課長補佐

今御指摘いた だいた研究報 告については 、実施年は いつごろのも のでし

ょうか。
○佐藤専門委員
○山崎座長

ちょっとすぐは思い出せないのですけれども。

一つ の提案なので すが、正確に いつ実施した かというの は、今、即答 できな

ければ、そういう ものが参考情 報としてこの 「参照」のと ころに挙げ られるかどう か、宿
題として検討して みるというの ではいかがで しょうか。そ れが、確認 した結果、難 しいよ
うであれば、参照 資料にはでき ないので、別 のものを考え る。できる のであれば、 今まで
の実績として、こ こにあるよう に「既に指定 されている香 料物質の我 が国と欧米の 推定摂
取量が同程度との 情報があるこ とも踏まえ」 という部分を 根拠づける 資料として、 既に公
表されている厚労 科研のデータ を引用する形 で補強すると いう案が考 えられるので はない
かと思います。
○山添委員

今回 の脂肪族アミ ンについての 摂取は、日本 では今は許 可していない わけで

すよね。それなのに、現在、日本のデータがあるということなのですか 。
○佐藤専門委員
○山添委員

今回のもの以外のものですね。

○佐藤専門委員
○山添委員

今回のもの以外、脂肪族ではなければ何かは。

そうであればということですよね。

○佐藤専門委員
○山添委員

アミン類でその別のもの。

Ｎの入っているようなにおいの似ているようなものでという。

わか ります。ピペ ラジンとかピ ラジンとかそ ういうもの で、既に許可 されて

いるものですよね。
14

○佐藤専門委員
○山添委員

はい。そういうことです。

ただ 、今回使いた いのは脂肪族 アミン類です ね。そうす ると、該当す るデー

タがないので、実 際に使用する 対象の食品等 に日本と欧州 あるいは米 国で大きな差 がなく
て、それの消費の 量的にどの程 度の差がある かわかりませ んが、そう いうことから 勘案す
れば、それほど大 きな差が出な いとある程度 考えられれば 、今回はこ れを一旦許可 をする
とかという方法はとってはいけないのでしょうかということなのです。
○佐藤専門委員

ちょっとこの 文章では弱い ということな ので、私と しては、自分 の持っ

ているデータとし ては、結局、 香料でも非常 に日本だけで 特有に使う 香料もあるの で、ア
ミン系のにおいの くくりであれ ば、大体同じ であれば同じ という方向 性が見えるか なとち
ょっと思っただけなので、特にこだわりはないのです。
○山崎座長

吉田先生、お願いします。

○吉田委員

よろしいでしょうか。

このようないわ ゆる摂取量を ベースにして リスク評価を するという ことにおいて は、摂
取量をどう判断す るかというの は私も非常に 重要なポイン トだと思う のです。この 表３は
申請者か らの 資料そ のまま とい うこと になり ますね 。そ れを拝 見する 限り 、JECFA とEFSA
では若干年代が違 いますけれど も、欧州と米 国でどのよう な摂取量に なっているか 、例え
ばJECFAもEFSAもほ ぼ欧州では同 じような値 が摂取量で並 んでいますし 、若干米国で は高い
ものもあるという ことで、この 要請者の資料 によれば、一 日摂取量が 一番高い値を 持って
きている表になっ ていると考え てよろしいの ですね。です から、過小 な見積もりは この資
料に関してはない 。それに対し てどう考える かということ も、このワ ーキングで御 議論い
ただきたいことだと私は考えているのですが、そういう考え方でよろし かったです か。
○山崎座長

今、 そのような意 見が出されま したけれども 、ほかに先 生方から御意 見はあ

りますか。
今まで出された 意見を私なり にまとめます と、10ページ 目の３行目か ら４行目にか けて、
「既に指定されて いる香料物質 の我が国と欧 米の推定摂取 量が同程度 との情報があ ること
も踏まえ」の根拠 が十分に示さ れていない、 その根拠をも う少し補強 する必要があ るだろ
うという意見が一 つ。もう一つ は、日本で指 定されていな い、要する に使うことが 認めら
れていない香料物 質に関して、 欧米でのデー タで推測する 場合に、日 本と欧米との 食習慣
の違いはあるのだ けれども、欧 米で今までの 報告の推定値 の中で一番 高い値を採用 すれば
それで大丈夫なの ではないか。 要するに平均 値とかではな く、とにか く高い値を採 用して
いく。それによっ て過小評価を しないという 考え方ができ るのではな いかという吉 田先生
の御意見。多分、その二つが中心的なものではないかと思います。
最初の「既に指 定されている 香料物質の我 が国と欧米の 」云々とい う部分に関し ては、
今回審議する物質 そのもののデ ータはもちろ んないので、 類似のアミ ン化合物で推 定をす
るのだけれども、 そのものでな いので、どれ だけの根拠に なるのか、 本当に大丈夫 なのか
という問題も出されたのではないかと思います。
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これに関して、 先生方から御 意見をいただ いて、集約で きるかどう か、ここで判 断をし
たいと思います。
○本堂課長補佐

事務局よりお伺いします。

既に多めに見積 もった推計を しているとい うことですけ れども、そ れでもなお、 欧米よ
りも日本での使用 量が多いとい うことはそも そも想定され るのでしょ うか。この香 料は、
欧米では、焼き 菓子、ア イシング 、スナック菓 子等に使用さ れていると ありますけれ ども、
特段欧米と比べて 日本での使用 量が突出する ことが考えら れるような ことがなけれ ば、既
にJECFA等の最大使 用量から推計 しておりま すので、今回の香料 について 、これまで もこの
ような評価をさせ ていただいて いると思いま すけれども、 今後のこと も含めて考え ると、
今回そのような別 の研究報告を 参照するとい うことが特に 必要とされ るのかという ところ
は、少し考えていただかないといけないと思います。
○山崎座長

佐藤先生、どうぞ。

○佐藤専門委員

先ほど吉田先 生からも御意 見いただいて ちょっと考 えたのですけ れども、

結局、今まで日本 で使われてい なかったとい うのは、日本 としてはこ れについてそ れほど
重要というもので はなくて今ま で来たと思う のです。ただ 、国際汎用 的に、海外の ものを
入れるときに、使 用されている ものが輸入で きないとかと いうことで 新たに申請し ている
と思います。そう すると、海外 で使われてい る以上にわざ わざ濃度を 添加して日本 で使用
されることはほと んど考えられ ないとは思い ますので、今 、お話しい ただいたよう に、わ
ざわざほかの調査とかというのも、よく考えれば余り必要ないような気 がしてきま した。
○山崎座長

山田先生、どうぞ。

○山田専門委員

今の佐藤先生 のお話を伺っ て思ったのは 、そのこと をここに書け ばいい

のではないかとい うことです。 そうすればそ れが、根拠に なると思う のです。確か に、今
まで特に使ってい なかったもの ということで したら、承認 されたから とどんどん使 うよう
になるというのは 、さすがにそ んなことはな いだろうと私 も思います 。だから、新 しいあ
まり当てにならな いデータを持 ってくるとい うことはしな くていいと 思います。今 、佐藤
先生が言われたようなことをここに書けば、納得できる文章になるのか なと考えま した。
○山崎座長

梅村先生、どうぞ。

○梅村専門委員

私も、山田先 生の意見に賛 成です。ばく 露の専門の 先生たちがど んな順

序で考えてこの結論に至ったのかを説明していただきたいと申し上げま した。
○山崎座長

ほかに先生方の御意見はありますか。

今、出された意 見をまとめる と、欧米で使 っている使い 方と極端に 違う使い方は 日本で
も今後はないであ ろうと。それ を踏まえると 、欧米での推 定値の高い ほうの値を採 用する
ことで、日本でも ほぼその範囲 で使われるで あろうと推測 できる、そ ちらのほうが 根拠と
しては重要である と。10ページ の３行目に出 ている「既に 指定されて いる香料物質 の我が
国と欧米の推定摂 取量が同程度 との情報があ る」という、 そちらの部 分は積極的な データ
が今のところない ので、こちら のほうがむし ろ重要である と。この辺 の文章を書き 直すと
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いうことで修正案 をつくって、 委員の先生方 に一度見てい ただくとい うのでよろし いでし
ょうか。
○治田係長

それでは、そのように対応させていただきます。

○山崎座長

ほかに何か先生方から御意見ありますでしょうか。

そうしましたら 、10ページの 下のところ、 ８行目から13 行目までの 部分で、先生 方から
何かコメントありますか。
西先生、お願いします。
○西専門委員

11 ページに意見 を書いていた だいているの ですけれど も、国民健康 ・栄養

調査は年度ではな く年というの はマイナーな ことでして、 あとは、平 成27年のデー タを使
っていただいてい るのですが、2 8年のデータ も昨年の12月 だったか結 果が公表され ていた
と思いますので、それだとどうなるかというのを確認したほうがいいと 思っていま す。
○山崎座長

西先 生、28年のデ ータによる確 認は、作業と しては割と 簡単にできる ものな

のですか。
○西専門委員

事務局のほうでやっていただいているようです。

○本堂課長補佐

事務局で平成2 8年調査の食 品摂取量の確 認はしてお りますが、大 きく変

更するものではな いと思います 。食事由来の 摂取量を再度 計算し直し て、香料とし ての摂
取量と比較しても、恐らく1,000 分の１以下と いう結論に大 きな影響を 与えることは ないの
ではないかと思いますが、必要があれば修正させていただきます。
○山崎座長

その 場合ですが、2 7年度の結果 と28年度の結 果を両方と も挙げて、ほ とんど

差がないという記 載にするのと 、最新の28年 度の値だけを 記載するの と、どちらが よろし
いでしょうか。
○本堂課長補佐

もし27年と28 年とを比較し たときに、27 年のデータ のほうが値が 大きい

とか、そちらを採 用したほうが より過大な見 積もりになる というよう なことであれ ば、そ
ちらを採用すると いうこともあ るかと思いま す。今回は恐 らく大差は ないと思われ ますの
で、それであれば最 新のデータを 記載するこ とで対応する ことでよいか と思っており ます。
○山崎座長
○西専門委員

どうぞ。
つ け加えますと 、平成24年か ら国民健康・ 栄養調査で は、拡大調査 といい

まして、サンプル 数が３倍の調 査を４年に１ 回実施してお ります。28 年はその該当 の年で
すので、サンプルが 多い年という ことで28年 という考え方 もあるのでは ないかと思い ます。
最新でサンプルも多いということになると思います。
○山崎座長

そう しましたら、 基本的には、 そのサンプル 数が３倍と いうことで信 頼性も

上がるということ で、28年度の データを基本 的に採用する 形に修正を するというこ とで、
先生方、よろしいでしょうか。
その際、27年の データと28年 のデータがど の程度違うか 、委員の先 生方が実際に 確認で
きるような形で、事務局で修正案をつくっていただけますか。
○治田係長

承知いたしました。
17

○山崎座長

以上 で一日摂取量 の推定につい ては終わりに したいと思 いますが、よ ろしい

ですか。
次に行きたいと 思います。次 は「Ⅲ．安全 性に係る知見 の概要」で 、最初は代謝 につい
てです。事務局から説明をお願いいたします。
○治田係長

ありがとうございます。

「１．代謝等」 、11ページの ４行目からで ございます。 ５行目から 、最初は、香 料指針
を踏まえ、代謝等に ついて検討し たという記 載でございま す。その下の 四角にあると おり、
香料指針では、例 えば、６ペー ジにおいて遺 伝毒性の評価 で「構造及 び代謝に関す る類似
性のある類縁化合 物」、あるい は11ページの 一般毒性の評 価の流れに 関する図２の 中で、
「評価対象香料は 安全性に懸念 がない産物に 代謝されると 予見できる か」といった 記載が
ございます。この ように香料指 針では代謝に ついてフォー カスが当て られていると いうこ
とで、評価書案で も「１．代謝 等」という項 目をつくって ございます 。その下、11 ページ
の９行目ですけれ ども、今回の ７つの品目の うち、どのア ミンについ てどのような データ
が出ているのか、 あるいはその 他のアミンに ついてどうい うデータが 出ているかと いった
記載でございます。
実際の知見につ いては12ペー ジ以降でござ います。３行 目からの①は JECFAの総論 といっ
た記載でございま す。13ページ 、14ページに かけて、②～ ⑧として個 別の知見につ いての
記載です。こ れらはJECFA の引用をして いるものが大 半ですけれ ども、原著も確認し てこの
ような記載となっ てございます 。これらにつ いては、専門 委員の先生 方から御意見 をいた
だいているので、後ほど御説明いただければと思います。
また、本日御欠席 の吉成先生か ら御意見を いただいてい るので簡単に 御紹介いたし ます。
まず、12ページ ですけれども 、「冒頭の『 脂肪族アミン は主にフラ ビン含有モノ オキシ
ゲナーゼ、モノア ミンオキシダ ーゼ又はアミ ンオキシダー ゼにより代 謝（酸化的脱 アミノ
化）される。』の記載につい て、JECFAの記 載とは異なり ますが、薬物代 謝学の教科書 では、
この反応はシトク ロムP450によ ると書かれて おり、私もそ のように思 います。アミ ン側か
ら見ると、脱アルキル化 反応で、よく認め られる反応で す」。さらに続けて、FMOは フラビ
ン含有モノオキシ ゲナーゼのこ とですけれど も、「FMOは 普通のC-H結 合の水酸化を しない
のではないかと思 います。また 、２段落目の 『窒素が酸化 されてニト ロソ化合物と なり』
の前に『シトクロムP450により』を加えてはいかがでしょうか」という 御意見です 。
２点目につきま しては、JECFAの原 著に「シトクロム P450により」に 相当する記載 がない
ことから、本文中で はなく補足す るのであれ ば脚注になる のかと考えて いるところで すが、
この点について御議論をお願いできればと思います。
また、吉成先生 からは、14ペ ージですけれ ども、⑥や⑦ の記載につ いて、文献ご とに分
けるのか、それと もほかのまと め方をするの かといったと ころで御提 案をいただい てござ
います。
15ページになり ますけれども 、吉成 先生から 、14ページ の記載につい て「１ 段落目の『給
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餌３日後の乳汁中 に sec -ブチル アミンが検出 されたことか ら、 sec -ブ チルアミンは 急速に
吸収されることが 示された。』 は、確かにこ のように書か れています が、３日目に 出たと
いうことで、吸収が 早いとは言え ない気がし ます」というコ メントをい ただいており ます。
次に、15ページの ５行目からは「（２）まと め」の記載で す。最初に、JECFAの2006 年の評
価書にあるまとめ の記載をこち らにも書いて おりまして、 27行目から 「本ワーキン ググル
ープとしては」と いうことで、 まとめに当た る記載をいた だいており 、最後、16ペ ージの
４～５行目にかけ てですけれど も、「構造及 び代謝に関す る類似性か ら、指定要請 香料７
品目を一つのグル ープとして扱 うことができ ると考えた」 という記載 案となってご ざいま
す。
この記載につい て、伊藤先生 から、このよ うな書き方で よいのかと いう御意見も いただ
いておりますので 、後ほど御議 論いただけれ ばと思います 。また、吉 成先生からも 御意見
をいただいていま して、先ほどと同じ ですけれども 、JECFA の言ってい るフラビン含 有モノ
オキシゲナーゼ等 のところにつ いては、「上述の通り、P45 0の寄与が大 きいのではな いか」
と。また 、３段落目 最後の文の「このグ ループ 」が何を指し ているか不 明瞭ではない かと。
また、４段落目の 「第１級、第 ２級、第３級 アミン類は、 シトクロムP 450によるN- 酸化も
受ける可能性があ る」という 部分について 、「３ 級アミンはN- H結合もない ので、P45 0は酸
化できません 。FMOがN-オ キシドを作る 可能性があり ます」というコメ ントをいただ いてお
ります。この あたりはJEC FAの記載を引 用している箇 所ですので 、もし 必要であれば 脚注で
すとか、あるいは 本ワーキング グループとし ての考えを記 載する箇所 で補足するこ とにな
るかと思います。どのように記載するのか、御検討をお願いできればと 思います。
17ページの四角 の中の「事務 局より」の最 後の一文、先 ほど申し上 げましたけれ ども、
今回の評価対象７ 品目には、代 謝されて「ア ルデヒドにな ると予測さ れるもの」と 「ケト
ンになると予測さ れるもの」と がありますけ れども、現在 の案ではこ れらについて は類似
であるという書き ぶりとなって おりますが、 このような記 載でよいか 御確認をお願 いでき
ればと思います。
事務局からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○山崎座長

ありがとうございました。

代謝に関する部 分は、内容が 非常に多いの で、少しずつ 分けながら 審議をしてい きたい
と思います。
まず最初に、「 （１）代謝等 に関する知見 」から始まり まして、全 部やるとこれ は非常
に大変なので、① のところ、吉 成先生から御 意見ありまし たけれども 、⑥のアルキ ルアミ
ンが実質的に似て おりますので 、①と⑥の部 分に関して御 意見があれ ばいただいて 、その
後、順次御意見を いただいて、 最後に全体的 にどのように 代謝を扱っ ていくのか、 一つの
グループにしてい いのか、ある いは事務局か らあったよう に一つにま とめるという だけで
あって一つのグル ープという表 現にはしない とか、そうい う部分も含 めての議論を 後半に
していきたいと思います。
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まず、全般なの ですが、11ペ ージから12ペ ージ、13ペー ジにかけて の①、それか ら14ペ
ージの⑥の部分に関して御意見があればお願いいたします。
梅村先生、どうぞ。
○梅村専門委員

まず、一般的な 話なのですけ れども、①は「JE CFA（2006）」と書 いてあ

って、そのほかは「JEC FA（2006）で引用」となっている のですけれ ども、これは何 か違い
があるのですか。
○治田係長

事務局からお答えします。

最初の「JECFA（ 2006）」とな っているの は、この部分 が「JECFA（2 006）」の記 載であ
って、それ以上も とにたどるよ うな原著の文 献がないとい うことでご ざいます。一 方で、
例えば13ページの ②であれば「（Wil liams（19 59））（JECFA（2006 ）で引用 ）」と 書いて
あって、これは Williamsの原 著を確認して いまして 、さらにJECF A（2006 ）でも引用 されて
いるといった意味でございます。
○梅村専門委員

そうすると、先ほ ど治田係長が おっしゃって いたように、例え ば、JECFA

の評価書を訳した だけのものと 、もう一つは 、その中から さらに原著 に行って、そ の原著
をこちら側が訳し て加えている ということで すか。その区 別をしっか りしていない と、こ
こでいくら科学的 な議論をして も、これはた だJECFAの評価 書に書いて あるから転記 しただ
けということであ れば、例えば 、それをこの ワーキンググ ループとし ては是としな いので
あればまとめのと ころでその判 断を記載する というスタイ ルもありま すね。そのあ たりを
はっきりしておかないと、いきなり議論を始めても混乱するだけだと思 うのです。
○治田係長

ありがとうございます。

先生がおっしゃ るとおり 、例えば12 ページの①で したら 、JECFAの文 書にこのよう に書い
てあって、それを 日本語にして 載せていると いう位置づけ です。従っ て、本ワーキ ンググ
ループとしてここ の部分の記載 が正確でない と考えたとし ても、この 箇所の本文を 修正す
るというよりは、 ワーキンググ ループとして の考え方のと ころで補足 するほうがよ いと思
います。一方で、 その他、例え ば②のWillia msのようなも のでしたら 原著があるの で、原
著を見た上で記載を修正することは可能だと考えられます。
○山添委員

今、R .T.Williams の1959年の引 用を原著と書 いてあるの ですけれども 、これ

は原著ではなくレ ビュー、分厚 い本なので、 余りにも有名 な本だけれ ども原著では ないの
です。オリジ ナルは 、多分事務局 に渡したと 思いますが 、もとの 論文がありま す。Phy siol.
Rev. Davison かな、そちらの 著者のものを とったほうが いいと思いま す。書いただけ です。
両方追加してもい いですけれど も。R.T.Will iamsは「薬物 代謝の父」 といわれる人 ですか
ら、立派な本ではあるのですが。
吉成先生、伊藤 先生からのい ろいろなコメ ントをいただ いているの ですが、それ はそれ
なりに意味があっ て、なぜJECFA はこう書いた かという背景 を理解する ためのバック グラウ
ンドを御説明しま す。JEC FAで引用され ている論文は 比較的古い 論文です 。1950年代 から60
年代ぐらい、実を いうとP450が 見つかる前で す。だから載 っていない のは当たり前 なので
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す。古い論文です から。後で見 つかったとい うことが一つ 。だから、 その当時では 酵素学
的な知見を得るこ とができない 時点の話で、 活性からだけ で求めてい るということ で、現
時点から見ると、 その分類は必 ずしも正しく ないことをあ る程度勘案 してやらない といけ
ない。化学的には 変化は正しい かもしれない けれども、ど の酵素がや っているとい う記述
は正しくないことがあります。
もう一つは、そ の当時の研究 は、ウサギと かモルモット とか比較的 大きい動物を 使って
いました。その酵 素は、例えば ここに書いて あるフラビン モノオキシ ゲナーゼとい うのは
活性が高いのです が、ヒトやラッ トとかほか の動物は活性 が極めて限定 的です。です から、
そのデータをヒト に外挿すると いうのは必ず しも正しくは ないという ことを考えた 上で評
価をする必要があ ります。その 当時の論文で すから。それ から、モノ アミンオキシ ダーゼ
で、例えば今回の ところにある s ec -ブチルア ミンなどは、 阻害剤です けれども、活 性とい
うか代謝はされな い。JECFAの人 はどうもこの 薬物代謝の専 門家ではな い人で評価を したら
しくて、どうもそ の辺の記述に ついてはかな り曖昧。はっ きり書いて いないのはそ ういう
ことだと思います。その辺のところがあります。
P450については 、当然酸化的 脱アミノだけ ではなくて、 脂肪族のア ルキル酸も酸 化をす
るので、代謝が酸 化的脱アミノ だけでいくわ けではない。 だから両方 の部分が酸化 をされ
る反応もあるので 、その意味も 含めて全体を 少しきちんと アップデー トした形で書 き直し
ていただけると非常にありがたいなと思います。
○山崎座長

山添 先生から全般 的な御意見を いただいたの ですが、あく までJECFAの 報告書

にある部分を引用 する場合は限 定的に引用し ないといけな い。こちら の専門家の先 生の目
を通して、ここは 使える、ここ は使えないと いう取捨選択 をして引用 しないといけ ないと
いう趣旨と理解しましたけれども、それでよろしいですか。
○山添委員

結構です。お願いします。

○山崎座長

吉田先生、どうぞ。

○吉田委員

今の ことに関連し まして 、もしそれを 使わないので あれば 、ここはJECF Aの引

用で、ここは専門 調査会と、し っかり読み手 にわかるよう に書きませ んと、読み手 に理解
をしていただけな い。これは透 明性の確保に も重要なポイ ントなので 、どうしてそ う考え
たかということは 根拠とともに きちんと書い ていただくと いうのは、 最初に梅村先 生から
も御意見がありま したけれども 、非常に評価 の上では重要 なポイント だと思います ので、
どうかよろしくお願いいたします。
○山崎座長

今、 全般的な話に 入ってしまい ましたけれど も、成り行 き上、先に全 般的な

方針を議論してい きたいと思い ますが、全般 的な方針で先 生方から追 加で御意見は ありま
すでしょうか。
伊藤先生、何か御意見ありませんでしょうか。
○伊藤専門委員

新しい情報を 検索して追加 していくとい うことにな りますでしょ うか。

その文献を探して いくというと ころがどのよ うにしたらい いかわから ないのですけ れども。
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○山添委員

実際 には脂肪族ア ミンですので 、ヒトでどう 代謝される かという安全 性の評

価、最終的にはそ こなので、ヒ トにも適用で きるような代 謝の事例を 取り込んで、 それを
記述するというこ とになると思 います。具体 的に言えば、 ヒトの場合 、モノアミン オキシ
ダーゼというのは ＡとＢとがあ って、それの 代謝に相当す るものは脂 肪族アミンで ほとん
どのものはいきま す。先ほど申 し上げました ように、 sec - ブチルアミ ンだけが基質 になら
ない阻害剤なので 、これは ほかで代謝を されるかどう か。実際 には、提 出された書類 でも、
実は当時の実験の データが出て くる。イヌの データが出て くるとか動 物のデータが 出てく
るのは、意識を既 にされていて 、モノアミン オキシダーゼ は基質にな らないこと、 体内で
処理をされて消失 しますよとい うことがわか っていらっし ゃるので、 見せていただ いたと
ころ、そのために それだけ代謝 のデータが付 属されている のだろうと 理解をしてい ます。
だから、それはそ れを書いてい ただくこと。 実際、 sec -ブ チルアミン もP450で代謝 されま
す。ただ、生のデ ータがどこに あるのかと言 われると私も つらいので すが、私がつ くった
予測の系で入れる とちゃんとは まります。だ からそういう データで補 足、補強する なりを
していただければ答えは出てくると思います。
○伊藤専門委員

ありがとうございます。

先ほど、13ペー ジの上の四角 の中の「シト クロムP450に より」に相 当するという 記載が
JECFAにないという ことだったの ですけれど も、多分、345 ページの上 のところに一 応そう
いう記載は出てく るようですの で、それは書 いてしまって も構わないの かなと思いま した。
黄色い下線をつけていただいています。
○治田係長

補足 させていただ きますと 、今回 、JECFAの20 06年の評価 書を引用して いる箇

所が今の12ページ の①の記載と 、15ページの ５行目からの 記載と２カ 所ございます 。これ
らはそれ ぞれ 具体的 な個別 のデー タと して書 いてい る部分 とJECFA がま とめと して書 いて
いる部分でして、 引用している 箇所が別々な のですけれど も、一方で は「シトクロ ムP450
により」という趣 旨の記載があ り、もう一方 にはないとい う状況です 。恐らく特に 深い意
味もなく、片方に は書いてあっ て片方には書 いていないと いうことか なとは思いま すけれ
ども、原著に忠実 に訳した結果 、片方にだけ 「シトクロム P450により 」という記載 がつい
ているという状況 です。具体的 には、15ペー ジの19行目に は「シトク ロムP450によ る」と
いう記載を書いて おりまして、 これは原著の 対応する部分 にそのよう な記載がある からと
いう経緯でございます。
○伊藤専門委員

そうかなと思 ったのですが 、同じ文献の 中にある、 同じ趣旨で書 かれて

いる文章かと思いましたので、いいかなと思ったのです。
○治田係長

そのように御判断いただけるのであれば、追加したいと思います。

○山崎座長

代謝 の先生方に御 意見をお伺い したいのです が、現在の 評価書案とこ の項目

の立て方まで修正 をすることが 妥当かどうか ということを 一度議論し たほうがいい かと思
うのですが、例え ば、今回の評 価品目が７種 類ありますが 、評価品目 で代謝の観点 からこ
れは同じ代謝メカ ニズムでいく というものは グループ化で きると思い ますが、違う ものに
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関しては、そ の化合物を １項目として 項目立てをし て、JEC FAの報告書 あるいはEFSA の報告
書、原著論文から適当 なところをピ ックアップし てきてまとめ る。ですから、JECFA の報告
書でも、山添先生 のお話ですと 、古いデータ しかないとい う場合は、 現在の知見を 加味し
て書き加えるとい うことで、JECF Aの報告書か らとったのは ここですよ というのがわ かるよ
うに、それは吉田 先生がおっし ゃったように 、出典がちゃ んとわかる ような記載で 複数の
出典の情報を化合 物ごとにまと めてしまうと いう形に構成 をつくり直 すということ も可能
だと思いますが、 そのような形 に構成を変え るか、あるい は、現在の 小項目の構成 で、現
在委員の先生がい ろいろとコメ ントをされて いるようなこ とを反映さ せて書きかえ ていく
のか、両方の考え があると思い ますが、それ も含めてこの 部分をどの ような構成で 書いて
いったらいいかということに関して、御意見があればお願いいたします 。
○山添委員

先ほ ど吉成専門委 員が⑥と①と をあわせては いかがでし ょうかという コメン

トがありましたけ れども、多分① と⑥のどち らも特定のア ミンを指して いるのではな くて、
どちらも総論なの で、それは一 緒にまとめる ということな ので、それ はそれでいい のでは
ないかと思います 。それは総論 のところに入 れてしまって 、あとは個 別のアミンに ついて
こういう知見があ るということ を少し見なが ら、それを加 えるのもい いかと思いま す。結
果的に合わないも のが唯一 sec - ブチルアミン で、それにつ いては実際 に投与された 牛とか
のデータが出てき て、そのこと の結果から見 て実際に問題 はないだろ うということ が判断
できるのであれば 、それは書く ということで 、大きくは一 つだけれど も、サブグル ープと
しては sec -ブチル アミンを除く グループと se c -ブチルアミ ンという分 け方をすれば 、基本
的には同じに判断できるのではないかと思います。
私個人の考えとしては、そういうことです。
○山崎座長

山添 委員からその ような考え方 が示されまし たけれども 、先生方、そ れに関

して御意見はあり ますか。なけ れば、私も基 本的にはその 考えが一番 すんなりいく のでは
ないかと思います ので、その方 向で報告書案 を一度書き直 してみて、 その際に委員 の先生
方のコメントをで きるだけ反映 させていくと いう形にした いと思いま すが、いかが でしょ
うか。よろしいですか。
作業が複雑にな るので、専門 委員の先生方 に案文を見て いただいて 、加筆修正を してい
きながら案をつく っていく作業 になるかと思 いますが、今 後、次回ま での宿題とし てその
ような作業をする方向でよろしいでしょうか。
○本堂課長補佐

確認ですけれ ども、構成の し直しと個別 の項目の書 き直しという ことは

承知いたしました が、結論に関 して大きく変 わるものでは ないとすれ ば、事務局よ り修正
案を皆さんに提示 して確認いた だいて、最後 、座長に確認 して、審議 は行われたと いうこ
とで考えてよろしいでしょうか。
○山崎座長

最終 結論がどうか というのはま だ議論してい ませんので 、今日、これ からま

た後ろの部分の議 論をした上で 、最終結論に 変更がなけれ ば、御提案 があったよう な形で
恐らく作業ができると思いますが、先生方、いかがお思いでしょうか。
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特に御異議がないので、とりあえず現在はその方向で議論を進めてい きましょう 。
○本堂課長補佐
○山崎座長

承知しました。よろしくお願いします。

次に 、個別の品目 の②の部分で 何か御意見は ありますで しょうか。伊 藤先生

からコメントが出 ていまして、 事務局よりそ のような回答 が出ていま すが、それも 含めて
あればどうぞ。
○伊藤専門委員

ここの原著で はないのです けれども、Wi lliamsの論 文のとおりの 記載に

していただきましたので、これでよろしいかと思います。
○山崎座長

ほかに先生方から何か御意見はありますでしょうか。よろしいですか 。

そしたら、その次「③

ブチルアミン」です。よろしいですか。

「④

ペンチルアミン及びイソペンチルアミン」です。

「⑤

ブチルアミン及びフェネチルアミン」の部分です。

⑥は、先ほどの 議論で、①と ⑥をあわせて この脂肪族ア ミン全般の 総論的な話と して構
成し直すという形でまとめていくことになります。
「⑦

イソペン チルアミン及 びフェネチル アミン」です 。⑦を④と あわせてはい かがで

すかというのは、JECFAを引用したのかあるいは原著を引用したのかと いう違いです ね。
○治田係長

この あたりはJECFA では一連の 記載が続いて いるのですけ れども、④の 箇所に

ついては、JE CFAが原著と している原著 文献に 、対応するよ うな記載が 見当たらなか ったこ
とから、ここは単にJECFAによる記載としています。
○山崎座長

この 辺も評価書案 の改定をする 際に合わせて 書けるのだ ったらば合わ せると

いうことも検討対象に恐らくなると思いますので、考えてみましょう。
その次、「⑧

s ec -ブチルア ミン」に関し ては、ほかの アミン類と は代謝の仕方 が違う

と山添先生からも コメントをい ただきました が、この sec - ブチルアミ ンについて、1 5ペー
ジ、伊藤先生から 御意見があり ますし、吉成 先生から御意 見がありま す。この sec - ブチル
アミンについて、どのように取り扱うかということを今から議論したい と思います 。
伊藤先生、何か補足のコメントはありますでしょうか。
○伊藤専門委員

補足といいま すか、どのよ うに扱うかで はないので すけれども、 ここに

書かせていただき ましたコメン トは、エチル メチルケトン が検出され たと書かれて いるの
ですけれども、本 文を見ますと 、そういう意 味だとは思う のですが、J MPR（1975） という
ものの2/16ページ の上から２段 落目、３段落 目でしょうか 。バイオト ランスフォー メーシ
ョンのところを見 ますと、実際 に検出された のはジフェニ ルヒドラゾ ンかなと文章 からは
判断しましたので 、細かいこと ですけれども 、言い切って しまってい いかどうかと 気にな
ったということです。
吉成先生がおっ しゃっていま す３日目に出 たということ で、吸収が 早いとは言え ないと
いうのは私も少し気になったところでした。
○山崎座長

sec - ブチルアミン に関しまして は、ほかのア ミン類と代 謝の仕方が違 うとい

うことですので、 こういう動物 実験データを 詳しく評価す ることも当 然必要になっ てくる
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と思いますので、 この辺の記載 が適切なもの であるかどう かというこ とを再度見直 す必要
がありますか。そ れとも、先生 方のこの御意 見をそのまま 採用してし まってよろし いです
か。
○山添委員

伊藤 先生が懸念を されているジ フェニルヒド ラゾンは、 昔はちゃんと その物

を検出するすべが なかったので、ヒドラジン と反応させて ジフェニルヒ ドラジンとさ せて、
ケトンとして、縮 合体として抽 出して測って いて、もとの ものはケト ン体だという ことに
なっていますので 、だから、ジ フェニルヒド ラゾンとして ケトン体が 定量されたと いうこ
とでいいのではな いかと思いま す。だから、 それはちゃん とケトン体 としての量を 測って
いるのだと思います。
○山崎座長

伊藤先生、今の山添先生のコメントに対していかがですか。

○伊藤専門委員
○山崎座長

そのように解釈できると思います。

そう しましたら、1 4ページの「 ⑧

sec -ブチ ルアミン」 の文章ですが 、この

部分に関して、そ れ以外にコメ ントがありま すでしょうか 。こう修正 したらいいと いうよ
うな御意見、あるいは、ここを補足したらいいという御意見があります でしょうか 。
○本堂課長補佐

事務局ですけ れども、特に この場で御意 見が出なけ れば、追って こちら

で修文いたします ので、御意見 はそれまでに お寄せいただ いても結構 ですし、一任 いただ
ければと思います。
○山崎座長

それでは、そのようにさせていただきます。

この辺で一度休憩でよろしいでしょうか。事務局、いかがですか。
○本堂課長補佐

すみません。 「（２）まと め」のところ まで御審議 をいただいた ら休憩

とさせていただきたいと思うのですが、よろしくお願いします。
○山崎座長

それ では、「（２ ）まとめ」の 部分がまとめ なのですが 、少し長いの です。

15ページの４行目 から始まって1 6ページの５ 行目まであり ますが、こ この考え方、 全般的
なものも含めて、 この考え方の 方針でいいか どうか。それ から、具体 的な文章でこ のまま
でいいかどうか。全体に対して御意見をいただければと思います。お願 いいたしま す。
○山添委員

JECFA の記述の13行 目から14行 目のところ、 これは「酸化 的脱アミノ化 反応」

と書いてあるので すが、もしそ うだとすると 、「この反応 では、まず 窒素に隣接し た炭素
の水酸化」と書い てあるのです が、水酸化で はなくて脱水 素のはずな のです。電子 を奪っ
て、その電子を水 に与えて過酸 化水素になる ので、水酸化 ではないと 思うのです。 C -酸化
はいいのですけれ ども、多分脱水素でd ehydrogenase だと思うの ですが 、確認してい ただけ
ますか。そうでな いと、過酸化 水素が出るフ ラビンにオキ サイドがで きる反応の説 明がつ
かないと思います。
○本堂課長補佐
○山崎座長

追って確認いたします。

山添 先生に質問な のですが、こ のような反応 の場合に、 過酸化水素が 生成す

るということは教科書的に間違いないのですか。
○山添委員

モノ アミンオキシ ダーゼの反応 では、フラビ ンが補酵素 になっていて 、窒素
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と隣の炭素と の間のと ころから 脱水素反応 が起きて H 2が 抜けて、 それが還 元剤、ドナ ーに
なっ て、 それ から フラ ビ ンが 電子 を受 け取 って 、 その フラ ビン に酸 素の 部 分がO Hと して
peroxideとしてく っつき、perox ideが出てき ます。だから 、それはモ ル数として対 比は合
ってくると思いま す。私の記憶が 間違ってい なければ。だか ら、それはそ れでstoichio metry
は合っていると思 います。その 二重結合のＣ とＮのところ が切れるこ とによって、 アルデ
ヒドと一方ではア ンモニアがで きる。それも １対１ででき る。だから 、それは水解 ででき
るということでいいのだと思います。
○山崎座長

既に 教科書的にそ のように書か れているので あれば、JECF Aの報告書が むしろ

不適切なので、こ れを直さない といけないの で、ここを書 くかどうか 。あるいは、 こうい
うメカニズムまで 書かなくても いいのか。書 く必要はない のではない か。どういう 産物が
できるかというこ ととどういう 酵素が働くか ということさ えわかって いれば、その 反応メ
カニズムで電子の やりとりがど うかとか、有 機化学的な有 機電子論の 説明はなくて もいい
のではないかと思います。
○山添委員

なぜJ ECFAの方が書 いたかとい う一つの考え 方としては、先ほど申し上 げまし

たように、炭素と 窒素の間のと ころで脱水素 をされますよ ね。そうす ると、それが 水解さ
れていくためには 、切れる中間 体のところ水 素原子がない と、実際は アルデヒドに いかな
いのですよ。だか ら、先ほどの s ec -ブチルア ミンがいかな い理由はそ このところで とまっ
てしまうので、阻 害剤になって しまうのでこ の反応は進み ませんとい うことの説明 になる
ので、多分JE CFAの方も入 れていて 、モノアミ ンオキシダー ゼになるに はどういうグ ループ
の構造のものが必要だということをそれなりに暗示していたのではない かとは思い ます。
○山崎座長

先生 方、ここの部 分は有機化学 的なメカニズ ムを残した ほうがよろし いとお

考えですか。ある いは、必要な いとお考えで すか。説明は 山添先生が おっしゃった とおり
なのですが。
御意見がなけれ ば、とりあえ ず作用メカニ ズムを現在の 知見に合う ように書き直 して文
案をつくりまして 、専門委員の 先生方にそれ を読んでいた だいて、こ こまで必要な いかど
うかの御判断をしていただく形にしたいと思いますが、よろしいですか 。
特に御意見がなければ、そのようにしましょう。
○本堂課長補佐
○山崎座長

事務局で修文させていただきます。

そう しましたら 、この「（２）まと め」の次の パラグラフ からですけれ ども、

「第１級、第２級 、第３級アミ ン類は、シト クロムP450に よるN-酸化 も受ける可能 性があ
る」云々以降のと ころで、これ も一部修正を しないといけ ないという 意見も出てお ります
が、そういうところも含めて先生方から御意見はありますか。
○治田係長

事務 局からですけ れども 、今、御議論いただ いている箇所 はJECFAの報 告書の

記載ですので 、和訳の誤 り等の確認は いたしますけ れども 、もしJECFA の報告書にこ のよう
に書いてあるので したら 、それは余り いじらないほ うがよいかと 思います 。JECFAの 記載を
引用する必要がな いのであれば 削ることはで きますけれど も、もし違 うことを書く のであ
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れば、この箇所で はなく後ろの 本ワーキング グループの考 えのところ で、本ワーキ ンググ
ループとして現在 の知見に基づ けばこうだと 考えるという 記載をいた だくのかなと 考えて
おります。
○山添委員

今回 、JECFA のここのまと めのところは 余りいいで きではないの で、ど ちらか

といえば落として しまったほう がいいと思う のです。中身 としては、 「本ワーキン ググル
ープとしては」で 少し最低限を 書き足してい ただいて、ま とめるほう がいいような 気がし
ます。
○山崎座長

事務 局の考えです と、JEC FAの文章を引 用する 。現在の知 見では間違っ ている

ところが既に何カ 所かあるので 、そこを間違 っているとい うことの説 明を後でまた 追加で
しないといけなく なるというこ とが山添先生 の御意見の趣 旨だと思い ますが、事務 局とし
ては、このJECFAの報告書の引用は必須のものだとお思いですか。
○治田係長

特に 必須とは考え ておりません 。もしその説 明の記載が 長くなるよう でした

ら、JECFAの 記載に由来す る箇所は削っ てしまって 、本ワー キンググル ープとして最 新の知
見に基づいてこう 考えていると いう記載だけ を載せておく ことでも十 分かもしれな いと思
いますけれども、そのあたりも御意見をいただければと思います。
○山崎座 長

先生方 、この 部分は いか がでし ょうか 。山添 先生 から言 われた のは、 JECFA

の記載はかなり知 見が古くて、 現在の知見で は間違ってい る部分もあ るので、その まま引
用するのではなく て、あくまで この調査会と してこう考え るというこ とを前面に出 したま
とめという項をつくればいいでしょうということです。
○吉田委員

今回 、香料の指針 をつくってく ださった過程 において、 こういうこと は、あ

る程度、古いもの も含めて想定 はされると思 うのですが、 この指針に 照らし合わせ て、今
みたいなものはエ クセプション というか、こ の指針外に当 たってしま うことになる のです
か。事務局にもお 伺いしたいの ですけれども 、これからこ ういうもの を書くに当た って、
そういうことを随 所に入れ込ん でいくことに するのかどう かというの は、今回の評 価をや
るプロセスはこの 指針に書かれ ているわけで すね。そうい うことなの ですけれども 、どう
なのでしょうか。
というのは、海 外の評価機関 が間違ってい るとか間違っ ていないと かということ は、申
しわけないけれど も、我々が言 うべきことで はなくて、も しこれが今 のここの専門 調査会
として適切ではな いとするなら ば、それは記 載しないとい うことだけ のことだと私 は理解
しております。それは、どこの国への評価に対しても。
○山崎座長

吉田 先生からその ような御意見 が出ました。 このワーキ ンググループ として

も、山添先生、吉 田先生の御意 見に沿った方 針でいくとい うことに、 専門委員の先 生方、
御異存はありませんでしょうか。
なければ、そのように させていただ いて、J ECFAはこう言 っていると いうことを逐 一言う
のではなくて 、JECFAが言 っているもの の中で 、我々の調査 会で引用で きる部分は引 用する
けれども、不適切 と思うところ は引用しない あるいは触れ ないという 形で、現在の 知見を
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まとめていく形にしたいと思います。
16ページに、一 番最後のまと めのところが あります。４ 行目から５ 行目です。「 構造及
び代謝に関する類 似性から、指 定要請香料７ 品目を一つの グループと して扱うこと ができ
ると考えた」に関して、少し議論をしていきたいと思います。
この部分は、伊 藤先生からも 御意見が出て おりますし、 事務局から もそれに対し て案が
出ております。吉 成先生からも 意見が出てお りますので、 この辺を踏 まえますと少 し修正
が必要なのではな いかと思いま すが、伊藤先 生、事務局か らの回答も 含めまして、 御意見
をいただけますでしょうか。
○伊藤専門委員

まとめて扱う ということな のですか。扱 い方にもよ ると思うので すけれ

ども、どちらにし ても曖昧な記 述であること は間違いない です。この 後の毒性との つなが
りで、毒性の先生 方がこの表現 でいいかとい うことになる かと思いま す。まとめて にして
も、一つのグルー プにしても、 具体性がない というか、表 現としては なかなか判断 するの
が難しいと思うの ですけれども 、何かしらの 表現が必要で あれば、む しろ毒性の先 生方に
判断していただくのもいいのかなと思いました。
○山崎座長

ほかに御意見はありますか。

１つは、第１級ア ミンの場合と sec -ブチル アミンの場合 ですと、代謝 経路が違うの です。
産物も違ってきま す。そういう ものを一つの 類似化合物群 としていい かどうかとい う問題
がここに含まれて いると判断し ます。その場 合に、類似性 が劣るある いは類似化合 物群と
して一緒にはでき ないけれども 評価は一緒に できるという 場合と、類 似性が少し違 ってい
るので評価もそれ ぞれ独立して 行っていかな ければいけな いという考 えが成り立つ のでは
ないかと思います。
ここの４行目、 「構造及び代 謝に関する類 似性から」、 「一つのグ ループとして 扱うこ
とができると考え た」という現 在の文ですと 評価は一つの 結論で出せ ばいいという ことに
なりますし、 sec - ブチルアミン は少し代謝経 路が違うので 、これに関 しては第１級 アミン
とは別に項目立て て、結論、ま とめをしたほ うがいいとい う考えもあ り得るのでは ないか
と思います。それ は、伊藤先生 がおっしゃっ たように、そ の次の一般 毒性にもかか わりま
すし、その前の遺 伝毒性の評価 にも影響いた しますので、 そこをどう 考えるかです 。現在
の段階ではまだ結 論が出ないの であれば、遺 伝毒性と一般 毒性の評価 をした後でも う一度
戻るという形でもいいかと思います。
何か先生方から御意見はありますでしょうか。
○本堂課長補佐

事務局ですけ れども、今の 議論はとても 大事なとこ ろで、おっし ゃると

おり、次に続く遺 伝毒性の評価 にかかわって くるところで す。遺伝毒 性の評価で評 価対象
７品目のうち、一 部データがな いものを類縁 化合物で補強 しようとし ていますけれ ども、
そのやり方でよい と考えるかと いうところに も影響してく る話です。 ですから今の 評価書
では、評価対象7品目は 基本的には同 じ分類とい うか、類似性があ る、その中で sec - ブチル
アミンは少し違う ところがある が、あくまで 基本は同じグ ループであ ると、評価の 方針と
28

して書いているところです。
○山崎座長

それ では、この部 分はペンディ ングにして、 遺伝毒性と 一般毒性の議 論をし

た後でここに戻るという形にしたいと思いますが、よろしいでしょうか 。
それでは、これで「（２）まとめ」のところは終わりにいたします。
梅村先生。
○梅村専門委員

ただ、基本的に はグループ 分けは化学的 な部分から進 めてもらわな いと、

安全性にいって、例 えば、NOAELが 100と300の 物質があるか らこれは違う のかと言われ ても、
それは違わないで すよ。グループ 分けは化学 の専門家でし っかりと担保 してもらわな いと、
香料評価は先に進めないと思うのです。
○本堂課長補佐

評価指針を少 し確認したい のですけれど も、６ペー ジ目の「第４ ．香料

の食品健康影響評 価に際しての 基本的な考え 方」の「１
明しましたが、「 ２

評価の流れ 」は先ほど治 田が説

遺伝毒性 」の評価につ いては、評価 対象香料の 試験結果が、 今回も

そうですが、一部 得られない場 合であっても 、「構造及び 代謝に関す る類似性のあ る類縁
化合物の遺伝毒性 に係る試験結 果を参照した 評価を可能と する、類縁 化合物として 妥当か
どうかの判断には …」という記 載があります けれども、こ ういうこと がありますの で、今
の段階で化合物の類縁性については確認しておかないといけないと思い ます。
○山添委員

それ では、16ペー ジのところで 伊藤先生の質 問に答える 形でいきます と、ヘ

キシルアミンにつ いては記載が ないのですけ れども、今、 私がぱっと 見たらモノア ミンオ
キシダーゼが基質 になるという ことのデータ があります。 メチルブチ ルアミンは見 つかっ
ていないのですけ れども、多分 どこかにある と思いますの で、これら については、 多分同
じ代謝経路に入っ ていくと言う ことはできる と思います。 ですから、 先ほど申し上 げたよ
うに、 sec -ブチル アミン以外に ついては、一 つのグループ にまとめて 、構造と体内 動態か
ら見るとほぼ同じと考えていいのではないかと思います。
吉成先生のとこ ろのコメント で、３級アミ ンはN-Hがない のでP450は 酸化できませ んと書
いてあるのですが 、N-オキシド は化合物によ ってはできま す。だから 、これを水酸 化と捉
えるのか酸化と捉 えるのかで解 釈が違うので 、全くできな いわけでは ないので、間 違いと
も言えない。両方のケー スがあります 。確か にFMOでフラビ ンモノオキ シゲナーゼの ほうが
メインではありま すけれども、N -オキシドを つくるのは反 応が幾つか 知られていま す。だ
から、間違いではないので、ここについては訂正する必要が余りないと 思います。
そういうことで 、グループ分 けとしては、 先ほど申し上 げましたよ うに、 sec -ブ チルア
ミン以外は同じグ ループとして 、少なくとも 認められる可 能性が高い と代謝のデー タを見
たら判断できる。 それは難しく ないのではな いかと思いま す。 sec -ブ チルアミンは 、先ほ
どもありましたよ うに、実際 の in v ivo の動態か ら見て除去さ れる。ば く露が非常に 低いレ
ベルのときにそれ が生体の負荷 になるかどう かということ を判断すれ ば、そういう 見方で

sec -ブチルアミン については評 価した上で、 そうすると、 全体として は体内動態全 体を一
つのグループにす るのか、ある いは、サブグ ループである けれども同 じように準じ て扱う
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とするのか、その 辺のところを 先生方で御判 断いただけれ ば、次のス テップに行け るので
はないかと思います。
○山崎座長

それに対して、御意見はありますか。

今の山添先生の 御意見を踏ま えまして、 se c -ブチルアミ ンは１つの グループとし てつく
って、それ以外の ６品目は代謝 経路がほぼ同 じで産物ので き方も同じ なので、２つ に分け
て考える。第１級 アミンに関し ては、構造の 類似性も非常 に高いので 、一つのグル ープと
して扱う。ですか ら、遺伝毒性 に関しても一 般毒性に関し てもそれで 扱っていく。 s ec -ブ
チルアミンに関し ては、代謝経 路が違います ので、遺伝毒 性の際は別 扱いでここで 評価し
ていくという形で いいかなと 。一般毒性 に関しては 、両方まと めて扱っても 、それぞ れ別々
に扱っても、どち らの対応もあ り得ると思い ますので、そ れは動物実 験データも踏 まえて
判断をしていけばいいかと思いますが、その方針でいかがでしょうか。
○梅村専門委員

分けるなら分 けるし、分け ないなら分け ないでどち らかにしても らわな

いと。
○山崎座長

そうしたら、２つを分けて考えるという形で進めることでよろしいで すか。

○山添委員

体内 動態に関して 、代謝の関連 する酵素系と か、そうい うものは多分 ２つの

タイプがあるのだ と思うのです 。ただ、その 物について除 去されると いう点で若干 違うけ
れども、それにつ いては準じて 一つにしてし まうのか、そ の辺のとこ ろは少し先生 方に御
意見を伺われたほうがいいかと思います。
○梅村専門委員

国際評価とし ては一緒にし ているわけで すね。です から、それを するの

かどうかというこ とを科学的に 見て、つまり 、代謝が全く 同じだけの ものだけがグ ループ
に入っているわけではないので、そのあたりを決めていただきたいので す。
○山崎座長

吉田先生、お願いします。

○吉田委員

JECFAだけではなくてEFSAも同じですね。

○梅村専門委員

だからといっ てうちがそれ に従う必要は ないですけ れども、ただ 、従わ

ないのであれば、それにはそれなりの理由をつけないとならない。
○本堂課長補佐

少し話が外れ るかもしれな いですけれど も、次に遺 伝毒性の議論 をする

ときに、今回の評 価対象物質に はケトン体を 経由して代謝 される経路 とアルデヒド を経由
して代謝される経 路と２経路あ るという話も 出てきます。 その違いに ついても、代 謝に関
する類似性の判断に関わると思います。
○山添委員

その ケトン体とア ルデヒドの話 と今議論して いる話はマ ッチしないの で、余

り混ぜないほうがいい。
要するに、体内で除去 されるのかし ないのかがメ インの一番大 きい核で 、代謝のpa thway
が共通で同じ経路 、酵素でいく かいかないか という話がそ の中にある のだと思うの です。
一方はモノアミン オキシダーゼ なりでいくし 、恐らく sec - ブチルアミ ンは、確定で はない
けれども、P450で いくのがメイ ンなので、若 干ゆっくりで 遅いのだと 思うのです。 モノア
ミンオキシダーゼ のほうがキャ パシティーは 大きいので、 早く除去す る。ただ、付 加する
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量、生体に与える 量が非常に低 いときに、そ れが生体にと って蓄積を するとか、い ろいろ
なところで負荷を かけるような 要因があるの かないのか、それを判断し た上で、要す るに、
香料として使う量 においては同 等として扱え るなら同等と して扱う可 能性もあるし 、その
辺のところを判断 することにな るのだと思う のです。余り 細かく分けて しまうと、後 々で、
実を言うと、使用 の目的が同じ であるのに実 質的に扱いに 非常に困っ てしまうとい うこと
もあります。
私が渡 した sec - ブチル アミン のLD 5 0、 ブチル アミン のanalog のデー タが追加 ９の論 文に
あって 、LD 50 は若 干、 ２分の １ぐ らい にな ります けれ ども 、そ んなに 差は ない ので 、LD 5 0
も差がないという のが sec -ブチ ルアミンで付 加の情報とし て、ここに はないもので ありま
した。だから、それほど差はないのかなと私は思っています。
○梅村専門委員

グループにし ておいて、遺 伝毒性の試験 を精査した ら１つ遺伝毒 性がひ

っかかるものがあ ったとかいう 場合、それを そのグループ から排除す ることはしば しばあ
りますけれども、 香料評価は最 初から分けて 遺伝毒性を見 ていくとい う手順ではな いはず
ですね。
○山崎座長

ほかに御意見はありますか。

代謝経路を細か く見ると、確 かに２つのグ ループなのだ けれども、 それを評価の 際は最
終的な生態から排 除されるとい うことは同じ なので、アミ ン類として まとめてもい いので
はないかというこ とが、多分EFSA、JECFA の考えだと思 います。この調 査会でその方 針を採
用していいか。そ れとも、代謝 経路が違った らば評価も別 々にしなけ ればいけない という
細かい評価にこだ わるのか。ど ちらをとるの かだと思いま す。これは 委員の先生方 の御意
見に従って進めていきたいと思います。御意見があれば、ぜひお願いい たします。
梅村先生、どうお思いですか。
○梅村専門委員

私は化学の専 門家ではない ので、厳密に どう違うの かは感覚とし てはわ

からないですけれ ども、そうい う意味では、 使用の仕方、 使われ方も 含めて多分グ ループ
化されているのだ と思うので、 このまま、も し化学系の人 たち的な考 え方で大きく まずい
ということがないのであれば、私は一つのグループで評価を進めるべき だと思いま す。
○山崎座長

毒性の専門家の髙須先生、いかがお考えですか。

○髙須専門委員
○山添委員

グループ分けについては、梅村先生の意見に同意します。

私が 申し上げたの は、11ページ の７行目の囲 みがありま すね。「（１ ）代謝

等に関する知見」の「p11（図２ のステップ）」で、「評価 対象香料は 安全性に懸念 がない
産物に代謝される と予見できる か」と、逆に 言うと、何ら かの反応性 の代謝物がで きると
か、そういうこと がありますか といった場合 に、それはな いですねと いうことがわ かるの
であれば、これも 含めて一緒に するかしない かということ を考えてい けばいいのか なと思
います。
○山崎座長

山添先生から、今、そのような意見が出ました。

○梅村専門委員

グループが同 じで、それが Ａに行ったり Ｂに行った りすればいい だけの
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ことではないのですか。
○山添委員

グループの中で。

○山崎座長

今の 議論を踏まえ ますと、化学 的には構造の 類似性は若 干違うし、代 謝経路

も違うのだけれど も、安全性評 価をするとい う目的に関し て言えば、 山添先生がお っしゃ
った11ページの「 （１）代謝に 関する知見」 の「事務局よ り」にあり ますが、評価 対象香
料は安全性に懸念 がない産物に 代謝されると 予見できるか できないか で、両方とも 全てサ
ブグループも予見 できると。し かも有害な成 分ができると は予測され ないというこ とであ
ったら、最終的には一 つにまとめて 評価をしてい くという形で、こ れは恐らくJE CFA、EFSA
の考え方だと思い ますが、それ をこの調査会 でも採用した いと思いま す。いかがで しょう
か。よろしいですか。
そしたら、代謝 に関しては、 代謝経路が違 ったら違うと ちゃんと書 くけれども、 安全性
評価の部分に関しては一緒に進めていくという形にいたします。
それでは、まと めの結論も今 の趣旨に沿っ て進めていけ ばいいので はないかとい うこと
になりますが、よろしいですか。
ありがとうございました。
以上で、「（２）まとめ」という部分の議論を終わりにしたいと思い ます。
４時まで一度休憩 として、引き 続き、遺伝毒 性と一般毒性 の御審議を お願いしたい と思い
ます。

(休

○山崎座長

憩)

４時になりましたので、審議を再開いたします。

残りが、17ペー ジの遺伝毒性 、その次に一 般毒性があり ます。両方 とも毒性評価 ですの
で、この遺伝毒性 と一般毒性の 部分は全体を 通して事務局 から説明し ていただいて 、一緒
に審議をしていきたいと思います。
事務局、説明をお願いいたします。
○治田係長

ありがとうございます。

17ページから「２．遺伝毒性」でございます。
遺伝毒性は、参 考資料の香料 指針の８ペー ジにございま す「図１

遺伝毒性の評 価の流

れ」に従って評価 いただいてお りまして、今 回の７品目が この図に沿 ってどのよう な流れ
になるかというこ とを机上配布 資料としても 配付しており ます。また 、遺伝毒性の 各試験
を簡単にまとめた 表も机上配布 資料として別 の紙で配付し ております ので、適宜御 参照く
ださい。
内容に入ります けれども、最 初の四角で、 今回の７品目 について、 そのうち４つ につい
て試験結果が提出 されている。 また、類縁化 合物として要 請者より３ つのアミンに ついて
試験結果が提出されているといった御説明でございます。
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本文については 、18ページに 移りまして、 まず、今回の ７品目のう ち４つ及び類 縁化合
物３つについて試 験結果が提出 されているこ と、その下、 ８行目から は代謝等のま とめを
踏まえると、16行目に ありますけれ ども、「一つのグルー プとして遺伝 毒性を評価で きる」
と。このあたりの 書きぶりは代 謝等と連動し て修正するこ とになるか と思いますが 、先ほ
どの御審議でこの ような方針と されたと理解 しております。そ の下、18行目から は、JECFA
やEFSAでも同様の 考え方をして いるというこ とです。本日 御欠席の吉 成先生からこ の記載
で結構との御意見 をいただいて おります。そ の下、24行目 から、今度 は３種類の類 縁化合
物の妥当性ですけ れども、代謝 等のまとめを 踏まえて、類 縁化合物と して妥当であ るとい
った記載をいただいております。
その下に、実際 の遺伝毒性の 試験結果でご ざいまして、 18ページか ら20ページま で続い
ております。いず れも陰性です けれども、20 ページの上か ら３つ目の 染色体異常試 験（ in

vitro ）のブ チルアミンに つきましては 、倍数 性細胞の増加 という所見 が認められて おりま
すので、どう扱う か御議論いた だければと思 います。その 下、20ペー ジの一番下に 「事務
局より」という四 角がございま して、①につ いては脚注を どの程度書 くかというこ とで、
先生方から今の案 でよいのでは ないかという 御意見をいた だいており ます。②、③ につい
て、②は余り一般 的ではないと 思われる試験 を記載すべき かどうかと いったこと、 ③につ
いては、先ほどの 代謝等も踏ま えれば、今度 の７品目はア ルデヒドに なるものとケ トンに
なるものと２つあ ると考えられ るけれども、 まとめてグル ープとして 評価してよい でしょ
うかということですので、この点を御議論いただければと思います。
最後、22ページ の２行目から 、本ワーキン ググループと して遺伝毒 性をどう考え るかと
いったまとめの記 載でございま して、最終的 には、９行目 、10行目で すけれども、 類縁化
合物も含めて今回 の７品目に遺 伝毒性の懸念 はないという 記載案とな っております が、こ
の点についても御議論いただければと思います。
23ページから、「３．一般毒性」でございます。
こちらは、今度 は香料指針の1 1ページにあ る「図２

一 般毒性の評 価の流れ」に 従って

評価をいただいて おりまして、 こちらも机上 配布資料で今 回どのよう な流れになっ たかと
いったことがわかる図を配付しております。
最初、「（１） ステップ１（ 構造クラス分 類）」でござ いまして、 指定等要請者 が、別
紙２、26ページに 従って今回の ７品目を分類 した結果、い ずれもクラ スⅠとなった 。本ワ
ーキングとしても 、要請者の分 類を是認して 、香料の７つ はクラスⅠ に分類される と判断
したという記載を いただいてい まして、御欠 席ですけれど も、久保田 先生からその ことを
確認しましたと御 意見いただい ております。 10行目から「 （２）ステ ップ２」です けれど
も、今度は図に従 いまして「評 価対象香料は 安全性に懸念 がない産物 に代謝される と予見
できるか」です。 代謝のまとめ を踏まえると そのように判 断できると いう記載をい ただい
ていまして、吉成 先生からはこ れで結構です という御意見 をいただい ております。 そうな
りますと、図に従 って、「（３ ）ステップA3 」に行くので すけれども 、構造クラス Ⅰとな
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りましたので、その摂 取許容値は1,8 00µg/人/日 となります。一方、一 日摂取量の推 計の結
果は0.02～2µgであ り、摂 取許容値を下 回っていると いうことで 、本ワ ーキンググル ープと
しては、これらの ７品目は安全 性に懸念がな いと予測でき るといった 記載になって ござい
ます。西先生から 、この記載で 問題ないとい う御意見をい ただいてお ります。その 下の四
角ですけれども、 「事務局より 」といたしま して、香料指 針において は、入手可能 なもの
であれば「その他 安全性に関す る資料」を提 出することに なっていま して、今回、 要請者
からは、その 他の毒性試 験の知見も提 出されていま すけれども 、それら はJECFAやEFS Aでは
特に参照されてい ないものです 。それらにつ いてこの評価 書案に記載 するかどうか といっ
たことで、山崎先 生からは記載 しない方針で という御意見 をいただい ていますけれ ども、
御議論いただければと思います。
事務局からの説明は以上です。よろしくお願いします。
○山崎座長

ありがとうございました。

それでは、遺伝 毒性、17ペー ジからですが 、まず、遺伝 毒性のデー タがあるもの に関し
ては、今日の机上 配布資料とい うものに一覧 表が出ていま すので、そ れも見ながら 審議を
進めていきたいと思います。
まず、18ページ 目です。「（ １）評価に用 いた試験結果 」の部分に 関して、まず 、御意
見があればお願い いたします。1 5行目、16行 目です。本ワ ーキンググ ループとして は、前
述の代謝等のまと めを踏まえ、 指定要請香料 ７品目を一つ のグループ として遺伝毒 性を評
価できると考えた ということな のですが、代 謝としてはア ルデヒドに 代謝されるか ケトン
に代謝されるかが 違ってくるの ですが、この ままでいいか どうか。あ るいは、安全 性評価
の場合は両方まと めて一緒でい いかどうかと いう議論が必 要になるの ですが、後ろ の21ペ
ージに、それに関 することで、 紙谷専門委員 から「③につ いては、私 もアルデヒド になる
ものとケトンにな るものを区別 せずに１つの グループとし て遺伝毒性 を評価して構 わない
と思います」とい う御意見をい ただいており ます。そうい うものも含 めて、ここが いいか
どうか、御意見をいただきたいと思います。
○山添委員

あま り委員が言っ てもいけない のでしょうけ れども、こ こでアルデヒ ドにな

るのかケトンにな るのかは、確 かに物質は違 うのですけれ ども、それ が安全性を評 価する
上で懸念するよう な物質に代謝 をされるのか どうかという ことになる と思います。 アルデ
ヒドは、通常は、 カルボン酸に なるか、ある いは逆に還元 されてアル コールに変換 されて
いきます。ケトン は、そのまま で尿中に出て 、アセトンみ たいになっ て出て行くも のもあ
るし、長鎖の場合 にはβ酸化で 炭酸になって 、結果的にア セトンにな るということ が通常
だと思います。ですか ら、脂肪族アミン に関する限り、そ のpathwayで 安全上の懸念 の代謝
物を生じるかどう かという観点 から見れば、 それほど大き な差はなく 、アルデヒド 、ケト
ンで区別する必要はないのかなと思います。
○山崎座長

山添先生からそのような意見も出ました。

紙谷先生も何か追加のコメントはありますか。
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○紙谷専門委員
○山崎座長

特にありません。

そう しましたら、 ほかの専門委 員の先生方か らこの部分 に関してコメ ントは

ありますでしょうか。
○戸塚専門委員
○山崎座長

特にございません。山添先生と紙谷先生の意見に賛同いたします 。

ありがとうございます。

それでは、この 部分は原案の とおり、一つ にまとめて評 価するとい う文章をその まま採
用することにいたします。
その次、「（２ ）遺伝毒 性の評価 」の「 ａ．類縁 化合物の妥当 性」、「ｂ ．ステッ プ１」
も含めまして、遺伝毒性の最後までで何か御意見があればお願いいたし ます。
遺伝毒性の表の 中で、20ペー ジの上から３ つ目の染色体 異常試験で 倍数性細胞の 増加と
いう結果が出てお りますけれど も、これに関 して先生方か らコメント があればお願 いいた
します。
山田先生、お願いします。
○山田専門委員

これについて は、もとの食 品薬品安全セ ンターのデ ータを見ると 、用量

相関性がないとい うことがあり まして、最高 用量だけぴょ こっと上が っているとい う、染
色体異常試験では 時々あるもの なのですけれ ども、そうい うものはあ まり危ないも のでは
ないとこれまで評 価してきてい ます。確かに 増加はしてい るのですけ れども、安全 性に懸
念があるような増加ではないということになるかと考えます。
○山崎座長

ほかに御意見はありますでしょうか。よろしいですか。

これに関しては 特に安全性上 問題にしなく ても大丈夫で すというこ とに判断でき ると、
皆さんは考えておられますね。
戸塚先生、お願いします。
○戸塚専門委員

補足なのです けれども、先 ほど山田先生 におっしゃ っていただき ました

ように、 in vitro の試験系で若 干陽性を示す ような結果が 得られてお りますけれど も、22
ページの部分にも ２行目からも 記載がありま すように、こ ちらのブチ ルアミンに関 しまし
ては、in vivo の試験で は陰性とな っております ので、そう いうことも 踏まえて特段 遺伝毒
性には懸念がないと判断していいと思います。
○山崎座長

ありがとうございました。

それでは、この ブチルアミン に関しまして は、用量依存 性がない倍 数性細胞の増 加なの
で、強い安全性 上の懸念では ないだろうと いう判断と 、22ページ の in v ivo の骨髄小 核試験
の結果が陰性であ ったという２ つを踏まえて 、問題にしな くて大丈夫 でしょうとい う判断
といたします。
21ページから22 ページに関し て、いろいろ な専門委員の 先生からコ メントが出て います
が、賛成、反対の 御意見あるい は補足説明が ありましたら 、お願いい たします。特 段ござ
いませんか。
なければ、これ は文章を変え ることが必要 になるものも ありますが 、事務局とし ては、
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この部分をどう反映させるか、何かお考えをお持ちですか。
○治田係長

それ では、この箇 所について、 ①の脚注につ いては、先 生方からはこ の方針

でよいという御意 見かと思いま すので、その ような方針で 進めさせて いただきたい と考え
ております。
②につきまして は、山田先生 からの21ペー ジから22ペー ジにかけて の御意見で、 「今回
は該当する試験の 有無も大事な ので残してお いてもいい」 といただい ておりますの で、残
す方針かと思います。
③については、先 ほど御議論い ただきまし た、アルデヒド とケトンと ありますけれ ども、
まとめてグループとして評価するという方針かと考えております。
○山崎座長

専門委員の先生方、その方針でよろしいでしょうか。

御異存がなければ、それでお願いいたします。
ほかに遺伝毒性全般で何か御意見はありますか。
なければ、遺伝 毒性は以上で 終わりにして 、次に、「３ ．一般毒性 」に移ります 。23ペ
ージからになりま す。今日の机 上配布資料の 裏側を見てい ただくと、 「一般毒性の 評価の
流れ」というもの がありますの で、それも参 考にしながら 議論を進め ていきたいと 思いま
す。
まずは、「（１ ）ステップ１ （構造クラス 分類）」です 。ここに関 して、御意見 のある
先生方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。
「（２）ステッ プ２」です。 「安全性に懸 念がない産物 に代謝され ると予見でき ると判
断し、ステップA3 に進むことと した」という ことですが、 これでいい かどうか御判 断をお
願いします。よろしいですか。
「（３）ステッ プA3」は、指 定要請香料７ 品目の推定一 日摂取量と 構造クラスⅠ の摂取
許容量を比較する というステッ プです。ここに関して 、
「本 ワーキング グループとし ては、
指定要請香料７品 目は安全性に 懸念がないと 予測できると 判断した」 という結論に なって
おります。ここの 部分で御意見 がありますで しょうか。こ こでのポイ ントは、９ペ ージに
出ている推定一日 摂取量と比較 して、構造ク ラスⅠの摂取 許容量と比 較して、この 差が著
しく大きいということです。それが一つのポイントだと思います。
吉田先生、お願いします。
○吉田委員

10ペ ージの後半で 香料としてで はない普通の 食品経由で もこの程度は 含まれ

ますということが 書いてあるの ですが、10ペ ージの最初の 部分で少し 説明を補足し ましょ
うと、今日、先生方に御議 論いただいて いる部分でご ざいます。これは そもそもJECF Aある
いはEFSAで行った 一日推定摂取 量の一番上限 をとりましょ うというこ とになったの ですが、
香料以外からの摂 取量は、EFSA だけしか出し ていないよう です。この ようなそれぞ れの物
質をどのぐらい香 料として以外 にも摂取して いるかという ことがEFSA の報告書に書 かれて
おりまして、こ れはもちろん 御確認いただ きたいので すが、340 µg/人 ということで 確かに
高いということ。 御提案といた しましては、 10ページの８ 行目から、 これは日本人 の摂取
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量になりますけれ ども、確かにE FSAもほぼ同 じような一日 摂取量を出 しているとい うこと
を加えることによ って、確かに1, 000分の１と いう非常に香 料寄与が低 いということ を書き
込むのはいかがかと思って、御提案申し上げます。
○山崎座長

吉田 先生から、今 、そのような 御提案が出ま したけれど も、先生方、 御同意

いただけますでしょうか。
御異議がなけれ ば、そのよう にEFSAのデー タも使って、 食品由来の 摂取量がどれ くらい
かという値も記載 する。ページ がもっと前の ところになり ますが、記 載するという 形で、
安全性に懸念がないという根拠を補強したいと思います。よろしいです か。
そこは事務局で 対応できるで しょうか。そ れとも、委員 の先生方に 作業をお願い したほ
うがよろしいでしょうか。
○治田係長

事務 局で確認して 、先生方に御 確認をお願い できればと 思います。ま ず、事

務局で作業いたします。
○山崎座長

お願いいたします。

一般毒性のステ ップ３まで行 きましたので 、以上、一般 毒性全般に 関して、何か 言い忘
れたような御意見はありますでしょうか。よろしいですか。
○本堂課長補佐

2 3ページの一 番下の段、事 務局コメント についての 確認を、念の ためし

ていただければと思います。反復投与毒性試験等の知見についての扱い です。
○山崎座長

23ペ ージの一番下 に「事務局よ り」というと ころがあり ますが、今日 の評価

案の中には含まれ ていない「そ の他安全性に 関する資料」 で、入手可 能なものがあ れば提
出するとされてい るのですが、 要請者からは 「その他安全 性に関する 資料」として s ec -ブ
チルアミンについ ての反復投与 毒性試験の知 見が提出され ています。JE CFAやEFSAの 評価で
も、それらの知見 は基本的に参 照されてはい ませんという ことです。 今回、このス テップ
１からステップ３ の評価の中で は、反復投与 毒性試験のデ ータを直接 参照すること はなか
ったのですが、こ の反復投与毒 性試験のデー タをこの評価 書に入れる かどうか。こ れは入
れなくていいでし ょうと私は事 務局に回答し たのですが、ほかの先生方 の御意見を伺 って、
ここは方針を決めたいと思います。御意見をよろしくお願いいたします 。
山添先生、お願いします。
○山添委員

先ほ ど申し上げま したように、 sec -ブチルア ミンは代謝 のデータがな いので

す。結局、in vivo の動 態のデータ で、それで補 強している ところがある ので、どこ かのと
ころでデータとし て、参考資料 でいいと思う のですけれど も、そこへ 記述さえ入れ ていた
だければ、そのほ うがどういう 判断に基づい たかというこ とは、後で 読んだ方がわ かるの
ではないかと思います。
○山崎座長

梅村先生、お願いします。

○梅村専門委員

2 4ページに、EFSA やJECFAで、それら の知見は「基本 的に参照され ていな

い」と書いてあり ますけれども 、これは記載 されていない のではなく て、参照され ていな
いということですか。
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○治田係長

それらの評価書で記載されていないという意味です。

○梅村専門委員

黄色い本には 出ていないの ですか 。JECFAのモ ノグラフのほ う、毒 性デー

タがずらずらと書いてある。もちろん評価には使わないのですけれども 。
○治田係長

JECFA の2006年の表 、Food Additive Seriesに は載ってい なかったと記 憶して

おります。
○梅村専門委員
○治田係長

データがあるにもかかわらず。

それ らのデータは 、JMPRで以前 sec -ブチルア ミンを評価 したときのデ ータの

ようで、今回、要請者はJMPRの報告書から引用してきたということのよ うです。
○梅村専門委員

通常は載せますね。モノグラフのほうには毒性データは載せます 。

○山崎座長

吉田先生、お願いします。

○吉田委員

JMPR のデータベー スからはwith drawn t entative ADIとな っておりまし て、全

てのデータはJMPR のデータベー スからは引け ないものです 。それをな ぜ要請者が添 付され
てきたのか全然わ からないので すけれども 、JMPRはt entative ADIを何 回も評価され ていて、
なぜこれを削った のかわからな いのですけれ ども、JMPRの データベー スから引けな いよう
なもの、ウェブ上 はそういうも のは全部デリ ートをしてい ないと出て きてしまいま すけれ
ども、使ったかとい うのもありま すので、むし ろもし本当に これが有用 なデータであ れば、
事務局が同じ部署 にありますか ら、少なくと もJECFAはnote dしているは ずだと思うの です。
なので、少し注意 してこれが使 えるか使えな いかというこ とは御判断 いただいたほ うがい
いのかなと。今、 データベース にしたらwith drawn tentat ive ADIとし か書いていな くて、
全然引けない状態になっていたので、事務局は御注意ください。
○梅村専門委員

J ECFAの2006年 、例えば 、この360 ページまでい けばtoxicolo gical study

と書いてあって、Acute から、Short-term からとずっと 記載がある けれども、このこ とでは
ないのですか。私はこのことを言ったのです。
○治田係長

その中には含まれていないと思います。

○梅村専門委員

だから、ここ の評価で出て くる物質の毒 性データは 載せています よね。

そういうことでは ないのですか。S hort-term study、361 ページの一 番下のところ、四角く
囲まれています。
○治田係長

補足 いたしますと 、おっ しゃるとおり 、361ペ ージの一番 下に四角く囲 まれて

いるところがござ いまして、こ れがあるので 「基本的に」 参照されて いないという 表現を
しているのですけれども、ここが参照されているのは。
○梅村専門委員
○治田係長

参照というのはどういう意味ですか。

参照 というのは、JECFA の報告書に この記載があ るのは、「一般毒性の 評価の

流れ」のフロ ーチャート に従っていき ますと 、JECFAはもっ とたくさん の化合物をま とめた
グループとして評 価していて、そ の中にはス テップＢのほ うに行くもの も含まれてい ます。
従って、それらの 中には類縁化 合物に関する 毒性試験のデ ータが必要 だとされたも のもあ
りまして、その類 縁化合物とし て引用されて いるというか 、記載があ るものだと理 解して
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います。
○梅村専門委員
○治田係長

それでは、Ａになったら絶対に出てないということですね。

その ように理解し ているのです けれども、必 要であれば また確認をい たしま

す。
○梅村専門委員

それで改めて その毒性デー タを載せるか どうかとい う話ですよね 。ケー

ス・バイ・ケース ではだめなの ですか。例え ば、今、山添 先生が御指 摘のように、 そうい
うデータが補足し ている。そう いう情報とし て必要であれ ば、直接そ の数値を使う ことで
はないのですけれども、情報として理解しやすいのであれば、参考資料 で。
○山崎座長

論点 を整理したい と思います 。この sec -ブチルアミ ンの in vivo のデー タです

が、このデータ自 身の信頼性が あるかどうか 。要するに、 データとし て使えるかど うかの
確認が必要なので はないかとい うことと、も う一点は、参 考情報とし てこのデータ をつけ
ると、評価の根拠 が補強できる かできないか 。まず、この ２点を考え ないといけな いと思
います。１点目、 データとして 採用する価値 があるかどう か。これは もとのデータ を毒性
の専門家の先生に 見ていただい て御判断して いただかない とわからな いので、今、 結論は
出せないと思いま す。申しわけ ないのですけ れども、宿題 として中身 の確認をして いただ
けますでしょうか。
○髙須専門委員

私もJECFAの記 載のここだ けしか見てい ないので、こ れもどこまで 上れる

かわからないのですけれども、もしあれば確認したいとは思います。
○山崎座長

それ がデータとし て採用する価 値があれば検 討するけれ ども、採用す る価値

がないようなデータだったら、そこで終わりになると思います。
次に、山添先生 がおっしゃっ たように、 se c -ブチルアミ ンに関して は、いろいろ なデー
タがあれば安全性 評価の根拠を 補強すること になるでしょ うと。通常 は必要ないの だけれ
ども、補強という 観点でつけ加 えることを検 討するかどう かというこ とで、先生方 の御意
見を伺いたいと思います。
梅村先生。
○梅村専門委員

今、ち ょうど治田さ んと話した361 ページには 、少な くともブチル アミン

については記載があるわけですね。
髙須先生、これはこのことですよね。
○髙 須 専門 委 員

JE CFA の200 6年 で す。0 8 番の36 1 ペー ジ のShort-ter m stud y のと こ ろの

sec -ブチルアミンというものが恐らくこのことに該当するのではないか と思います 。
○梅村専門委員

そうですよね。あえてここではそれを省くのかという話です。

○本堂課長補佐

今回の香料指 針においての ステップをた どると、基 本的に一般毒 性試験

については特に個 別の評価を求 められていな いと思います けれども、 その中で、あ くまで
補強というか、 sec -ブチルアミ ンの毒性試験 の評価につい て記載しな いと、取りま とめが
できないということになりますか。そういうことではなくていいですね 。
○梅村専門委員

全然そういう ことではあり ません。ただ 、情報を隠 すのかどうか という
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ことです。ある情 報、国際機関 で使われてい る情報を、日 本の評価書 の中から省く のかと
いうことです。そ れなりの理由 があって、今 、おっしゃっ たような、 そういう方針 であれ
ば。でも、香料評 価でＡに行っ てしまったら 使わないわけ だから。そ の際に参照し ていた
だく化学物質の情 報がある。国 際評価では書 かれているに もかかわら ず、こちらは それを
省くのかということです。
○池田評価情報分 析官

隠すと かということ ではないので すけれども 、恐らくこう いう評

価指針に沿うと、 必要はないか もしれないけ れども、関連 する可能性 のある毒性試 験で見
つかったものを参 考として添付 してきておら れるのだと思 うのです。 今後、同様に 関連す
る試験データをた またま存在し ていたからと いうことで添 付してきた 場合に、全て 評価書
上でリストアップ して書くのか というところ は若干検討い ただく必要 があるのかな と思い
ます。事務局とし ては、評価に 必要なものを 評価書上は書 いていただ いたほうがい いと思
っておりますので、お伺いしているということです。
○山添委員

先ほ どから言って いるように、 代謝のデータ がないから これで代わり を使っ

ているので、必然性があるから最初から言っているので。
○池田評価情報分 析官

ですの で、この評価 上、今回必要 だという御 判断があれば 、書い

ていただくことになるのかと思います。
○山添委員

だから、先ほどからそれをずっと言っているわけだから。

○池田評価情報分 析官

であれ ば、参考では なくて、評価 上必要な資 料として書く ことに

なるのではないですか。
○山添委員

違う のです。これ は毒性のデー タとして必要 だと言って いるわけでは ないか

ら、参考にするのです。
○本堂課長補佐

代謝データがないことに対する補強、ということですね。

○吉田評価第一課 長

あと、今 回は初めての 評価になりま すので、今 後のことも考 えます

と、新しく指針の 成果物をつく りましたので 、基本的には 、今後、そ の範囲内でで きるも
のについてはその 範囲内でかち っと終わると いう理解でよ ろしいですか 。今回の場合 には、
その中の一部若干 足りない部分 を参考までに 補強するとい うことで、 あれば全部使 うとい
うことではなくて 、今回は例外 になるかどう かですけれど も、特殊な ケースとして 、これ
を必ずしも常に今 後のスタンダ ードとはしな いという方針 でいいとい うことを、事 務局と
しては確認してお きたいと思い ます。十分な データがあれ ば、その指 針のとおり普 通にや
って、それだけの データでかち っと評価でき るものはそれ で終わりと いうことでよ ろしい
ですね。非常に端的に申し上げれば、そういうことでございます。
○山添委員

こう いう評価書と いうのは、確 実性はデータ があればそ れなりに高く なって

いくので、基本的に 確度を高めら れるデータ は基本的に書 いておく必要 があるのであ って、
最低限があれば何 でもほかを省 いてもいいと いうことには ならない。 基本的にそう 考えて
おかないと、デー タを後で読ん だときに何が どういう脈絡 になってい るのかわから ないの
です。例外とか例 外でないとい うのは、我々 も初めてこれ を適用して こうやって見 ていく
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わけです。今日もあっ たように、JECFAの データでも、代謝 のデータは その時代とと もに使
えないデータにな ることがあり 、ここは明ら かにそういう 古いデータ なのです。そ ういう
ものを使っても評 価するという ことも現にあ るので、それ はそれでア ップデートを して、
きちんとして、我々として判断していくのが基本的な姿勢だと思います 。
○山崎座長

以上 のようなこと を踏まえます と、このデー タは参考デ ータとして入 れる。

その場合に、どこ に入れるか、 どういう位置 づけで入れる かというこ との議論が必 要では
ないかと思います。
山添先生の御意 見では、要す るに、代謝の データが不十 分あるいは 代謝の予測が ほかの
香料化合物６品目 とは違うので 、代謝データ としてちょっ と足りない ところがある と。そ
れを補う目的で 、in vi vo の反復投 与毒性試験で 毒性が出てい ない、そ れはつまり生 体内で
有害な代謝物にな っていないと いうことを裏 づける資料の 一つになる でしょうとい う位置
づけで入れておく という形だっ たら、採用で きるのではな いかと思い ますけれども 、先生
方、いかがでしょ うか。これは あくまでもケ ース・バイ・ ケースであ って、反復投 与毒性
データがあったら 全部入れると いうわけでは ない。あくま で代謝デー タに不十分さ がある
ので、それを補う ことが今回は できるから行 うのだという 位置づけで 採用するとい う形で
したらどうでしょうか。
○梅村専門委員

今回はそうい うことだと思 いますし、い ろいろなケ ースが考えら れるか

と思います。一般 毒性の分野で も、例えば、 類縁化学物質 の毒性デー タがあれば載 せて、
それがこちらの推 測をより補強 できるような 関係であれば 載せるべき だし、それは まさに
ケース・バイ・ケ ースではない かと思います 。誰も全部載 せろなどと いうことは要 求して
いません。
○山崎座長

特に 先生方から反 対がなければ 、以上のよう な方針で in vitro のデー タの概

要を少し述べる、資料として引用するという形で、報告書案をまとめた いと思いま す。
○ 髙 須 専 門委 員

そ の 試 験 の こ と な の で す け れ ど も 、 後 ろ の reference を 見 た ら 、

unpublished dataという ことなので 、多分JECFA の記載以上の ことは出てこ ない。吸 入ばく
露の試験なのです けれども、こ れしかないと いうか、反復 投与をやっ ている試験が ないと
いうことなので、参考資料として載せることには私も賛成します。
○山崎座長

生デ ータを見るこ とができない のでその信頼 性は確認で きませんが、 梅村先

生がおっしゃった ように、JECFA の報告書でも 一応そういう データがあ ることは引用 されて
いることが確認で きましたので 、JECFA でも採用とい うか、そうやって 引用できるレ ベルの
データであると判断してよろしいですか。
○梅村専門委員

微妙ですけれ ども、一応国 際機関の評価 書に載って いるのであれ ば、載

せることには特に問題ないかと思います。
○山崎座長

それ では、このデ ータは参考情 報として載せ ることにい たします。事 務局も

その対応でお願いいたします。
時間が、今、15 分超過してし まいましたけ れども、もう ちょっとだ けおつき合い いただ
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けますでしょうか 。一番最後の 「Ⅳ．食品健 康影響評価」 、24ページ の部分を議論 してし
まいたいのです。事務局から何か説明はありますか。
○治田係長

24ページの「Ⅳ．食品健康影響評価」について、御説明いたします。

冒頭でも申し上 げました香料 指針の６ペー ジの評価の流 れに即した 記載でござい ます。
最初、構造及び代 謝に関する類 似性から、た くさん御議論 いただきま したけれども 、今回
の７品目はまとめ てグループと して扱うこと ができる。次 に、遺伝毒 性ですけれど も、類
縁化合物も踏まえ て、遺伝毒性 の懸念はない という判断を いただいた 。続きまして 、一般
毒性ですけれども 、今回の７品 目はいずれも クラスⅠに分 類され、ま た、いずれも 安全性
に懸念がない産物 に代謝される と予見できる 。さらに、７ 品目の推定 一日摂取量は0 .02～
２µg/人/日という ことで、クラス Ⅰの摂取許 容値の1,800µg /人/日を下 回っていると いうこ
とで、安全性に懸 念がないと予 測できる。以 上から、本ワ ーキンググ ループとして は、指
針に基づいて、食 品の着香の目 的で使用する 場合、安全性 に懸念がな いといった記 載ぶり
となっておりますけれども、このような記載について御議論いただけれ ばと思いま す。
以上です。
○山崎座長

この文案全般に関して、御意見があればお願いいたします。

先生方に御同意いただけたと判断してよろしいでしょうか。
それでは、今日 審議した品目 に関しては、 ここの「Ⅳ． 食品健康影 響評価」の結 論にあ
りますように、こ のワーキング グループとし ては、指定要 請のあった 香料７品目に は、香
料としての目的で 使用する場合 は安全性に懸 念がないと考 えたという 結論に至った といた
します。
以上で今日の審 議の予定事項 は全て終わり ましたけれど も、全般的 に先生方から 何か言
い忘れたことあるいは追加の御意見はありますでしょうか。よろしいで すか。
ありがとうございました。
事務局からお願いいたします。
○本堂課長補佐

本日は、初め て香料の評価 指針を用いて 御審議いた だきましたが 、指針

の解釈や、今後の追加検討に関して、座長から、コメントをいただける と助かりま す。
○山崎座長

今日 初めて議論を したのですが 、評価指針を 今回初めて使 ったことに関 して、

実際に審議をしな がら、少しず つケース・バ イ・ケースで 判断してい かないといけ ないよ
うなところもある かと思います ので、それも 含めて今後も 皆様方に御 議論いただけ ればと
思います。また、 先生方にお願 いしたいので すが、評価指 針の解釈の より良い書き ぶりな
ど、お気づきの点 がありました ら、ぜひ事務 局に御連絡い ただければ と思います。 どうぞ
よろしくお願いい たします。そ ういうものを 含めて、今後 の課題とし てどう対応し たらい
いかということを一緒に考えていければと思います。
それでは、事務局から今後の進め方について説明をお願いいたします 。
○本堂課長補佐

長時間の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、関 係の先生方 に確認をお願 いしま
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して、座長に報告 、取りまとめ をお願いした いと思います 。その後、 取りまとめを いただ
いた評価書案につ きましては、 本ワーキング グループの審 議結果とし て委員会に報 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 パブリック コメントの募 集をさ
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 長と相談する ことと
させていただきたいと思います。
先ほどの補足で すけれども、 評価指針につ いて、実際に 運用してみ てお気づきの 点につ
いては、今回、積 極的にお願い します、お気 づきの点を送 ってくださ いというわけ では必
ずしもなくて、今 後お気づきの 時点で随時お 寄せいただい たり、皆さ んで御意見を 交わし
ていただけるとありがたいと思っております。
○山崎座長

評価 指針に対する コメントにつ いて、私の説 明が不十分 というか、言 葉がよ

く伝わらない中身だったことをおわびいたします。事務局のとおりです 。
それでは、全般を 通してで結構 ですので、何 か御意見があ りましたら お願いいたし ます。
よろしいですか。
特になければ、本日の香料ワーキンググループの全ての議事を終了い たします。
事務局からお願いいたします。
○本堂課長補佐

次回の会合に つきましては 、日程等が決 まり次第、 御連絡させて いただ

きます。よろしくお願いいたします。
○山崎座長

それ では、以上を もちまして、 第１回香料ワ ーキンググ ループを閉会 いたし

ます。長時間、どうもありがとうございました。
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