かび毒・自然毒等専門調 査会
第50回会合議 事録
１．日時 平成30年3月9日（金）10： 00～ 11： 44
２．場所 食品安全委員会中会議室

３．議事
（1）食品安全委員会

佐藤委員長

挨拶

（2）専門委員の紹介
（3）専門調査会の運営等について
（4）座長の選出
（5）食品中のデオキシニバレノールの規格基準の設定につ いて
（6）その他

４．出席者
（専門委員）
宮﨑座長、荒川専門委員、大藤専門委員、川原専門委員、久城専門委 員、
久米田専門委員、合田専門委員、小西専門委員、佐藤専門委員、渋谷 専門委員、
杉山専門委員、鈴木専門委員、豊福専門委員、長島専門委員、渡辺専 門委員
（食品安全委員会委員）
佐藤委員長、山添委員、山本委員
（事務局）
小平事務局次長、吉岡評価第二課長、橘評価調整官、今西課長補佐、 大快係長、
山口技術参与

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
（平成15年7月9日食品安全委員 会決定）

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
（平成15年10月2日食品 安全委員会 決定）

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
（平成15年10月2日食品 安全委員会 決定）」に係る 確認書につい て

資料2

食品健康影響評価について
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「食品中のデオキシニバレノールの規格基準の設定について」
（厚生労働省発生食0222第 38号平成 30年 2月 22日）
資料3

（案）かび毒評価書「デオキシニバレノール及びニバレノール（第 2版）」

資料4

3-Ac-DON、 15-Ac-DON及び DON -3-Glcの知見

資料5

欠席の専門委員からの意見等

６．議事内容
○吉岡評価第二課 長

それでは 、定刻になり ましたので、 ただいまから 第50回 「かび毒・

自然毒等専門調査会」を開催いたします。
昨年 10月 1日 付をもち まして 、各専門 調査会 の専門 委員の改 選が行 われま した。本 日は
改選後の最初の会 合に当たりま す。座長が選 出されるまで の間、暫時 、私、評価第 二課長
の吉岡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。
机上に配付させ ていただいた 資料の一番上 、議事次 第をごらんく ださい。本日は 15名の
専門委員が御出席でございます。渡辺専門委員は遅おくれていらっしゃ います。
吉成専門委員が本日、御欠席でございます。
議事 1で す。開 催に当 たりま して、 まず食 品安全 委員会 、佐藤 委員長 より御 挨拶申 し上
げます。
○佐藤委員長

皆さん、おはようございます。食品安全委員会の佐藤です。

今、吉岡 課長か らござ いました ように 、10月 1日に 改選が行 われま したけ れども、 それ
からもうほとんど 半年近くたっ て、何となく 時間がたって しまったな と思ってござ います
が、第 1回 目の専 門調査 会とい うこと で、御 挨拶を 申し上 げたい と思い ます。 ほとん どの
方が再任なので何 となく恐縮な 感じもするの ですけれども 、セレモニ ーということ で、お
許しいただければと思います。
このたび、専門 委員への就任 を御快諾いた だき、大変あ 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を申し上げたいと思います。
既に安倍 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 ての
任命書がお手元に 届いているか と思います。 専門委員の先 生方が所属 される専門調 査会、
あるいは最近では ワーキンググ ループがござ いますが、ワ ーキンググ ループについ ては、
委員長が指名させ ていただくと いうことにな っており、先 生方をかび 毒・自然毒等 専門調
査会に所属する専門委員として指名させていただきました。
かび毒・自然毒 等専門調査会 では、評価の 対象となるハ ザードが含 まれる食品が さまざ
まであることから、幅広 い分野の計 16名の専 門委員の先生 方にお願いし、こ れまで 12件の
リスク評価を行っ ていただいて おります。他 の専門調査会 と比較しま すと、どちら かとい
えば件数は多くな いほうですが 、知見が限ら れていること もあり、結 論を出すまで に時間
を要するという特 徴があるかと 思ってござい ます。したが いまして、 一つ一つの評 価に当
たり、丁寧な御審議をしていただいておると感じております。
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さて、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 価を行うと いうことを掲 げてお
ります。専門委員 の先生方にお かれては、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 られており 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きたいと思います。
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、 ADIやT DIを 設定した らリス ク評価は 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T DIは 、それを 決め
ただけでは国民の 健康を守るこ とにはならず 、リスク管理 機関がそれ らに基づいて 最大残
留値や規格基準を 決定して、初 めて実効性を 持つものであ ります。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 必要かといっ たこと
が明らかになるの です。そうい う意味におい て、これまで 真の意味で コーデックス の言う
リスク評価が十分に行われてきたのかどうか、内心、じくじたる思いも 持っており ます。
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 発言によって 、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 は、リスク評 価のプロセス や意義を御 理解いただき 、情報
の共有にも資するものと考えております。
食品のリスク評 価は、国の内 外を問わず、 強い関心が寄 せられてお ります。けさ もイギ
リスのフード・ス タンダード・ エージェンシ ーやスコット ランドの兄 弟機関の方々 におい
でいただいて、食 品安全につい てのディスカ ッションを別 の部屋でし ておるところ であり
ます。
そのようなこと ですので、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
深いものでありま 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 に迅速に遂行 すべく御尽力 いただけま すように、重 ねてお
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。
○吉岡評価第二課長

ありがとうございました。

次に、配付資料の確認をさせていただきます。
○今西課長補佐

本日机上に配 付しておりま す資料は、ま ず議事次第 、委員の名簿 、座席

表、議事次第の裏側 に配付資料 1-1、1-2、1-3、資料 2、資 料3、資料 4、資料 5という 形で、
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資料とし ては全 部で 7点 用意さ せてい ただい ており ます。 不足等 があれ ば、事 務局の ほう
にお伝えください。
また、資料のほ かに、机の上 にタブレット を置いており ます。この タブレットの 中に参
照の文献などは入 れております 。また、過去 にかび毒・自 然毒等専門 調査会で評価 した評
価書については、 机上のファイ ルのほうにと じております ので、こち らもごらんい ただけ
ればと思っております。
以上になります。
○吉岡評価第二課長

資料の不足等、よろしいでしょうか。

では、 議事を 進めて まいり ます。 議事 2、 専門委 員の紹 介です 。専門 委員名 簿を御 参照
願います。
今回、1名の専門委 員が退任、15名の委 員が再任とな っており、新たに 2名の先生 に専門
委員に御就任いただいております。
新任の専門委員を御紹介させていただきます。
大藤さとこ専門委員です。
続きまして、久城真代専門委員です。
また、本日は、 食品安全委員 会から、冒頭 御挨拶いただ きました佐 藤委員長を初 め、本
専門調査会の担当委員である山添委員、山本委員にも御出席をいただい ております 。
次に、事務局を紹介いたします。
小平事務局次長でございます。
橘評価調整官でございます。
今西課長補佐でございます。
大快係長でございます。
山口技術参与でございます。
最後に私、評価第二課長の吉岡です。どうぞよろしくお願いいたしま す。
次に、議事 3、専門 調査会の運営 等について御 説明をいたし ます。お手元 の資料 1-1をご
らんください。要点のみ簡潔に御紹介をいたします。
資料1-1「食 品安全委員会 専門調査会等 運営規程」で ございます 。第 2条（専門調 査会の
設置等） がござ いまし て、第 3項、専 門調査 会に座 長を置 き、当 該専門 調査会 に属す る専
門委員の互選によ り選任する。第4項、座長は 、当該専門 調査会の事務 を掌理する 。第 5項、
座長に事故がある ときは、当該 専門委員に属 する専門委員 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。座長代理を置くということを規定し ております 。
1枚めく ってい ただき まして 、別表 がござ います 。こち らは、 それぞ れの専 門調査 会に
お願いしている仕 事の中身を記 載しておりま して、本専門 調査会は名 前のとおりで ござい
まして、かび毒、 自然毒等の食 品健康影響評 価に関する事 項について の調査審議を お願い
しております。
続きまして、資料 1-2をお願 いいたします 。
「食品安全に おける調査審 議方法等につ いて」
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というこ とでござ いまし て、「 1

基本的 な考え 方」の 3行目、 評価は 客観的か つ中立 公正

に行われ なけれ ばなら ないと 書いて おりま して、 その下 、 2行目 の後半 からで す。当 該調
査審議等に用いら れる資料の作 成に当該学識 経験者、専門 委員の皆様 方が密接に関 与して
いる場合等、中立 公正な評価の 確保の観点か ら、委員会、 または専門 調査会におけ る当該
調査審議等に、当 該専門委員が 参加すること が適当でない 場合も想定 される。例え ば企業
からの申請品目に つきまして、 食品健康影響 評価をする場 合というこ とが考えられ ており
ます。こういう場 合には、審議 の途中で一部 そこの部分は 発言を控え ていただくと か、そ
ういうことをする仕組みになっております。
どうい う場合 が該当 するか という のを 2番 のとこ ろに書 いてお りまし て、こ れは既 に委
員の方々に確認書 を書いていた だいておりま すので、そう いうところ が該当すると いうこ
とでございます。
次のページ、上から 4行目 、（2）をごらん ください。 2行目から ですけれども、専 門委員
の皆様には確認書 を出していた だいておりま す。そして（ 3）、ここは その確認書に 変更が
あった場合には、 また改めて出 していただく ということを 書いておりま す。そして、（4）
ですけれども、大 変頻繁で恐縮 なのですが、 この専門調査 会を開催す る都度、その 事実の
確認を行わせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたし ます。
以上でございますが、何か御質問はございますでしょうか。
では、よろしくお願いいたします。
次に、 議事 4に 進みま す。本 専門調 査会の 座長の 選出で す。先 ほど御 説明い たしま した
運営規程第 2条第 3項によ り、専門調 査会に座長 を置き、専 門委員の互 選により選任 すると
されております。先生方、いかがでございましょうか。
○小西専門委員

今までの実績 もございます ので、今期も 宮﨑先生を 御推薦いたし たいと

思います。
○合田専門委員

私も同じ意見です。

○吉岡評価第二課長

どうもありがとうございます。

今、お二人の専 門委員から、 宮﨑専門委員 を座長にとい う御推薦が ございました 。いか
がでございましょ うか。御賛同い ただけるよ うでしたら、拍 手をいただ ければと思い ます。

○吉岡評価第二課長

ありがとうございます。

では、座長に 宮﨑専門委 員が互選され ました。宮﨑専門委員 、座長席 にお移りくだ さい。

○吉岡評価第二課長
○宮﨑座長

では、座長から一言御挨拶をお願いいたします。

宮﨑でございます。

もとより微力で はございます けれども、今 回も座長をと いうことで 、皆様から御 推薦い
ただきましたので 、この調査会 の効率的な運 営に努めたい と思います 。専門委員の 皆様、
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どうぞ御協力よろしくお願いいたします。
○吉岡評価第二課長

ありがとうございました。

次に、運営規程第 2条第 5項に、座長 に事故がある ときは、当該専門 調査会に属す る専門
委員のうちから座 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。
また、これ以降の議事の進行は、宮﨑座長にお願いいたします。
○宮﨑座長

それでは、議事の進行を引き継がせていただきます。

ただいま事務局 から説明があ った座長代理 の指名につい てですが、 前期に引き続 きまし
て、私から合田専 門委員に座長 代理をお務め いただきたく 指名させて いただきたい と思い
ますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
○宮﨑座長

ありがとうございます。

それでは、合田座長代理から、一言御挨拶をお願いします。
○合田専門委員

なるべく宮﨑 先生が必ず出 てこられるこ とを私は期 待しておりま すけれ

ども、何かありましたら頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願い します。
○宮﨑座長

ありがとうございました。よろしくお願いします。

それでは 、議事に 入る前に 、事務局 から、平 成 15年 10月 2日食品 安全委員 会決定の 「食
品安全委員会にお ける調査審議 方法等につい て」に基づい て必要とな る専門委員の 調査審
議等への参加に関する事項について、報告を行ってください。
○今西課長補佐

本日の議事に 関する専門委 員の調査審議 等への参加 に関する事項 につい

て御報告いたしま す。本日の議 事について、 専門委員の先 生方から御 提出いただき ました
確認書を確認 したところ 、平成 15年 10月 2日委員 会決定の 2の （ 1）に規定 する、調査 審議
等に参加しないこととなる事由に該当する専門委員はいらっしゃいませ んでした。
以上になります。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

御提出いただい た確認書につ いて、皆様、 相違ございま せんでしょ うか。よろし いでし
ょうか。
（「はい」と声あり）
○宮﨑座長

ありがとうございます。

それでは 、本日 の審議 に入る前 に、も う大分 前になり ますけ れども 、前回昨 年 5月 19日
の専門調査会での 審議内容につ いて、ここで おさらいをし たいと思い ます。前回は フモニ
シンに係る食品健 康影響評価を 行っていただ きました。評 価書案につ いて事務局か ら説明
が行われた後、審 議を行いまし た。その審議 の結果、専門 委員から出 された意見等 を踏ま
えて文言等を修正 し、専門委員 に確認した上 で、評価書案 として食品 安全委員会に 報告す
ることとなりまし た。本件につきまし ては、昨年 8月 2日から 31日まで の期間でパブ リック
コメントの募集を 行い、昨年 9月 26日の第 667回食品安 全委員会の審 議を経て、同日 付で評
価結果が厚生労働省と農林水産省に通知されました。
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以上が前回の審議のおさらいでございます。
それでは、議事 次第に従い、議事 5に進ませて いただきます 。本件は 2月 22日に厚 生労働
省から、食品中の デオキシニバ レノールの規 格基準の設定 に関する食 品健康影響評 価につ
いての諮問 があり 、 2月 27日の 食品安全 委員会 で、本 専門調査 会への 審議を 依頼され たも
のです。
最初に、厚生労 働省の新井専 門官より、諮 問内容の説明 をしていた だきます。新 井専門
官、よろしくお願いいたします。
○新井専門官

厚 生労働省食品 基準審査課の 新井でござい ます。よろ しくお願いい たしま

す。
まず、 皆様、 資料 2を ごらん いただ ければ と思い ます。 先ほど 御説明 がござ いまし たけ
れども、私から食 品中のデオキ シニバレノー ルの規格基準 を設定する ことに関しま して、
その内容について御説明させていただきます。
まず次のペー ジの別添を ごらんく ださい。「 1. 概要」の（ 1） 経緯でござ います。デ オキ
シニバレノール、今 後は「 DON」と言わせ ていただきま すけれども、こちらにつき まして
は、穀類の中でも 特に小麦、大 麦及びトウモ ロコシの赤か び病の病原 菌としまして 、これ
らの菌から産生さ れるかび毒で ございます。 急性毒性とし ましては、 嘔吐、消化管 または
リンパ組織への障害、慢性毒性としましては、体重減少などが知られて おります。
我が国で は、 1940年から 1950年に かけまし て、赤か び病に 感染した 穀類が DONを 含む
かび毒に汚染され 、これらの穀 類の摂食に起 因する食中毒 事例が複数 報告されてお ります
が、平成 14年の 5月、国内 で流通する小 麦が高濃度 のDONに 汚染されて いたことを 受けま
して、薬事・食品 衛生審議会食 品衛生分科会 食品規格部会 ・毒性合同 部会で審議を 行いま
して、小 麦に 含有さ れる DONの 暫定 的な基 準値と しま して、 現在は 1. 1m g/kgを設定 して
おります。
（2） 平成 22年の食品健 康影響評価に なります。 DONにつ きましては 、食品安全 委員会
におきまして 、自ら評価と しまして 、平成 22年 11月に厚生 労働大臣に通 知されており ます。
評価書の概要としまして、主に4点御紹介させていただきます 。
1点目、DONの耐容一日摂取量（T DI）を 1µg/kg体重/日と 設定されてお ります。
2点目、現 状は、 我が国に おける DONの ばく露 量は今回 設定し ました TDIを下回っ てい
ると考えられるこ とから、一般的な 日本人におけ る食品からの DON摂 取が健康に悪 影響を
及ぼす可能性は低いと考えられるとされております。
3点目、玄 麦を対象に、 DONについて 1. 1m g/ kgの暫 定基準値が設 定され、生産段 階にお
けるDONの汚 染低減対策が 実施されてい るところでは あるが、確率論 的手法を用い たばく
露量の推定を行った結果において、特に小児のTDIと比較的近 い推定値が得 られている。
4点目、 かび毒 の汚染 は収穫 された 年の気 候等に 影響さ れ、ば らつき が大き いこと を考
慮すると、現在行 われている生 産段階におけ る汚染低減対 策を着実に 進めるととも に、規
格基準の設定の必 要性について 検討すること が望ましいと いうことが ここに評価さ れてお
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ります。
（3）現状でござ います。平 成27年 7月 、コーデッ クス委員会 におきまして 、小麦、大麦、
トウモロコシ及び 穀類加工品に つきまして、 最大基準値が 設定されて おります。こ のよう
な状況を受けまし て、厚生労働 省としまして は、小麦は、 国民の主要 食糧の一つで あると
ともに、需要 量の約 9割を 海外から輸 入してい るという特 殊性から 、食品中 のDONの 規格
基準の設定 の必要 性につ きまして 、平成 29年 9月薬事 ・食品衛 生審議 会食品 衛生分科 会食
品規格部会におき まして審議し 、小麦に対し て1.0mg/ kgの 規格基準を 設定すること につい
て了承が得られま したので、今 般、食品安全 委員会に食品 健康影響評 価を依頼する もので
ございます。
「2.国際機関、海外での状況」でございます。
① JECFAに お け る 評 価 と し ま し て は 、 DON の ほ か 、 DON の ア セ チ ル 化 体 と し て 、
3-Ac-DON、 15-Ac-DON等の グルー プP MT DIと しまして 、 1µg/ kg体重/ 日を設 定され てお
ります。
②コーデックス 委員会の基準 値でございま すが、加工向 けの穀粒と いうことで、 小麦、
大麦、トウモロコシ につきまし て、2,000µg/kg、小麦、 大麦、トウモ ロコシを原料 とする
フラワー、ミール、 セモリナ及び フレークにつ きまして、 1, 000µg/kg、乳幼児用穀 類加工
品につきまして 、200µg/kg、こち らが設定され ております 。加工向け の粒と乳幼児 向けの
穀類につきましては、注釈がございます。
（ 2）米国 になり ますけ れども、 最終小 麦製品 としま して、 1ppm 、（ 3） EU につき まし
ては、さまざまな 食品の状態で あったり、原 料の段階で細 かく基準値 が設定されて いると
いう状況でございます。
次のページ、参 考として添付 させていただ いております が、こちら は食品規格部 会にお
きまして、基準値 設定の審議を 行った際のば く露量推計を 記載させて いただいてい ます。
それについて御説明させていただきます。
こちらは食品摂 取量と DONの汚染実態 調査結果より 、DONの基準値 を設定しない 場合、
または、基準値を設 定する場合の 各シナリオを 想定いたしま して、日本人 における DONの
ばく露量について 推計しており ます。小麦は 加工や調理に よりまして 減衰すること がわか
っておりますけれ ども、今回の 試算につきま しては、最悪 な条件とし まして、玄麦 に由来
する食品中のDON濃度は変化しないと仮定して試算し ております。
表の下か ら 2つ目を ごらんく ださい。 仮想の 基準値と しまして 、小麦は 1. 1m g/ kg、 大麦
について基準値な しとした場合 について、右 に行っていた だきますと 、長期毒性を 評価す
る際の指標となり ます 95％ileで、全年 齢ですと 0. 54µg/kg体重/日と なっておりま すが、未
就学児で 1. 1µg/ kg体 重/日となっ ております。こちらは先ほ ど御説明し ました食品安 全委員
会のほうで評価を いただいてお ります DONのT DIの 1µg/ kg体重、こち らは超えてい るとい
う結果となっております。
続きまして、表の一番下 でございます けれども 、仮想の基準 としまして 、小麦を 1. 0m g/kg、
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大麦については基 準値なしとし た場合に、同じく 95％ileを見 ていただき ますと、未 就学児
におきまして 1. 0となっ ておりまして 、評価いただ きましたT DIと同 値となってお り ま す 。
続いて 、この 表の上 から 3つ 目をご らんい ただけ ればと 思いま すけれ ども、 小麦と 大麦
のいずれも 1. 0mg/kgを設定した 場合につきま して、同 じく 95％ileをご らんいただき ますと、
未就学児では1.0µg/kg体重/日と なっておりま す。
このような結果 から、我が国 につきまして は、小麦の大 部分を輸入 に頼っている という
ところもございま すので、貿易 上の実行可能 性等も考慮い たしまして 、なおかつ、 消費者
の健康リスクを可 能な限り低く するというこ とがございま すので、コーデックス の AL ARA
の原則に基づきま して、検討さ せていただき ました。その 結果といた しまして、小 麦につ
きましては、規格基準を 1. 0m g/kgとす ることが適切 ということで、食 品規格部会で 審議の
結果を得ております。
また、先ほど御 紹介しました 大麦につきま しては、同じ くばく露量 推計から、基 準値を
1. 0m g/kgに設定した 場合であっ ても、設定しない場 合と比較しま して、未就学児の 経口摂
取量の95％ ileに変化が ないというと ころと、コーデックス のほかにも 規格がありま す大麦、
トウモロ コシに つきま しては 、実際 にその 摂取量 が小麦 の約 1割 以下で あるこ とがわ かっ
ておりますので、 小麦に比べて 寄与率が低い というところ もございま すので、実際 に大麦
やトウモロコシに つきましては 、検査に要す る労力、時間 、コスト等 を考慮します と、基
準値を設定した場 合であっても、国 民のDON ばく露の低減 に大きな期 待ができると は考え
られないことから 、食品規格部 会では基準値 は設定しない こととして 審議をいただ いてお
ります。
最後のページ、ばく露量推計に用いた各データを記載させていただい ております 。
私からは以上でございます。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

ただいま新井専 門官から御説 明いただきま した。この御 説明に対し て、皆様、何 か御質
問等はございますでしょうか。
ただいま御説明 がありました とおり、現在 のばく露状況 ということ の推計から、 前回の
評価書で定め たT DIを超え る事例があ るという ことから 、こうい う新しい 規格基準を 設定
することになったという経緯の御説明がありましたけれども、よろしい でしょうか 。
私から幾つか確 認させていた だきたいので すけれども、 今回はワー ストシナリオ という
ことで加工による 減衰は考えな いということ ですが、その 辺の根拠に つきまして、 もう少
し詳しく御説明いただけますでしょうか。
○新井専門官

今 回、最悪のケ ースというこ とでとらせて いただいて おりますけれ ども、

実際に小麦につき ましては、麺 であったり、 パンにする段 階で、何ら かの加工が加 わるこ
とになっておりま す。その加工の段 階でDON につきまして は減衰する ことがわかっ ており
まして、こちらに つきましては 、昨年度農林 水産省が公表 しているプ レスリリース の中で
も、その換算とい う形で率が出 ており、そう いったものを 考慮すれば 、今の摂取量 よりも
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さらに低くなると 考えられます が、例えば全 粒粉を食べる とか、最悪 のケースも仮 にあっ
た場合も考えまし て今回は試算 させていただ いた中で、こ のような値 であったとい うこと
を御報告させていただきました。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

そのほか、皆様 からただいま の御説明に確 認しておくべ きこと、御 質問等はござ いませ
んでしょうか。
豊福先生、お願いします。
○豊福専門委員

この推計に用 いたデータと いうところで 、イメージ 的には国産の 小麦と

大麦があって、輸 入の小麦があ って、それぞ れの分布で、 一つは国産 小麦、大麦、 輸入小
麦の食べた比率は どうやってい るのですか。 それはもう実 際にこの摂 取量調査のデ ータに
基づいているのですか。それともざっくり何％と置いているのですか。
○新井専門官

御質問ありがとうございます。

量につ きまし ては、 2の食品 摂取量 から実 際に試 算され ている 値をそ のまま 使用さ せて
いただいております。
○豊福専門委員

食べるときに 、例えばこの 小麦が国産小 麦か輸入小 麦かはわから ないの

ではないかと思うのですけれども。
○新井専門官

い ずれにおいて も食べた場合 といいますか 、特別に分 けて試算した もので

はなく、全て一緒にして計算しているのですけれども。
○豊福専門委員
○新井専門官

一緒にして計算したの。
あ えて分けて試 算したものと いうわけでは なく、最終 的に摂取、そ のまま

食べたものとして計算しておりますが。
○豊福専門委員

一緒に計算で きるのかな。 そのイメージ がよくわか らないのです けれど

も、イメージ的 にはそれぞれ の分布があっ て、問題に なるのは一番 テールの 98％ ileからさ
らにマキシマム の間のどこか に、 1で切るか 1. 1で 切るかとか 、いろいろ 尻尾切りを してい
て、それで実際に ばく露量をど う計算したの かなと予想す るのですけ れども、その ときに
国産小麦、国産大 麦、輸入小麦 の摂取量の比 率を設定して おかないと 計算できない のでは
ないかと思うのです。
○新井専門官

そ の意味では、 今、手元に明 確にお答えで きる資料が ないかと思い ますの

で、今後の中でもそういった資料を提供していきたいと思います。
○宮﨑座長

吉岡課長、お願いします。

○吉岡評価 第二課 長

評 価書の中 に入っ てしま いますが 、資料 3の評価書 案の 85ペー ジを

お開きいただけま すでしょうか 。ここからが 、食品安全委 員会が前回 評価をしたと きのば
く露量推計が書か れております 。一番下「② 平均値を用い た試算」と いうところが ござい
まして、次のペ ージに行っ ていただきま すと、こ の中では、輸入と国産 についての濃 度と、
量につきましては 、国内供給量 、国産と輸入 の率、これを 加重平均い たしまして、 平均値
の場合にはこうや っております 。ですから、 今後、これか ら評価をし ていただくに 当たり
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ましては、ばく露 量良推計をど うしていくの かというとこ ろは、今、 豊福先生から 御指摘
のあった点も踏まえて、事務局としても整理をしていきたいと考えてお ります。
○宮﨑座長

吉岡課長、どうもありがとうございました。

今、御説明があ ったように、 流通量を踏ま えて加重平均 をとってい るということ だろう
と思いますので、 新井専門官に も改めてまた 確認していた だければと 思いますけれ ども、
豊福専門委員、よろしいでしょうか。
そのほか、皆様から御質問、御確認は。
久米田先生、お願いします。
○久米田専門委員

この諸外国 のものを見る と、乳幼児用 ということ で特別視して いると

思うのですけれど も、コーデ ックスのほ うは 3歳以下にな りますが 、今回日本の ほうは 1歳
から 6歳とい うこと で、これ は統計 上、 1歳か ら 6歳ま での区分 しかな かった と考えて いい
のでしょうか。
○新井専門官
○宮﨑座長

そのとおりでございます。
久米田専門委員、よろしいでしょうか。

○久米田専門委員
○宮﨑座長

そうですね。

そのほか、ございますでしょうか。

豊福先生、お願いします。
○豊福専門委員

今の久米田先 生の質問に関 連するのです けれども、 これを見ると 、そも

そも調査時 の年齢が 1歳 から 6歳と 記載され ていたと いうこと から、 1歳 とか、 1歳 から 3歳
とか、3歳から 6歳とか と分けて計算 しようと思 ったらできる のではないで すか。そ の部分
のDONのばく 露量の計算と いうのは、特に 分けて計算は していないの でしょうか。という
か、これは新井さんに聞いても、やったのは農水なのですね。
○新井専門官

申 しわけござい ません。今、 豊福先生から 御指摘もあ りましたけれ ども、

今回、ばく露量推 計の大もとの データ自体を 農林水産省が 保有してい るということ もござ
いまして、推計自 体を依頼して いたこともあ りますので、 申しわけあ りません。今 、私の
手元に詳細なお答 えをするもの がないという ところもあり ますので、 御指摘の点を 含めま
して、また情報につきましては御提供させていただきたいかと思います 。
○宮﨑座長

課長、お願いします。

○吉岡評価第二課 長

厚生労働 省から提出の ありました資 料の食品摂 取量調査のと ころを

見ていただきます と、もとになってお りますのが、平成 17年度 から 19年度の厚生労 働省委
託事業でございま す。この中で 記入されてい る年齢はとい うことでご ざいますので 、今、
専門委員から御指 摘のあったよ うな年齢層で データがとれ てきている かどうか。と れてき
ている場合に、そ の人数が統計 処理をするの に十分かどう かというと ころも考えな がら進
める必要があるかと思っております。
○宮﨑座長

吉岡課長、ありがとうございました。

いずれにしまし ても、この審 議を進める上 で、また厚生 労働省から も必要な情報 を提出
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いただいて、議論を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いし ます。
そのほか、いかがでしょうか。
私からもう一点 、デオキシニ バレノールに は、アセチル 体とか配糖 体というもの が前回
の評価以後、知ら れてきたりし ておりますけ れども、今回 、こちらに ついてのリス ク管理
は厚生労働省とし てはどのよう にお考えでし ょうか。この 辺について も確認させて いただ
ければと思います。
今 回の厚生労働 省としまして は、DONに限 り基準値設 定を考えてお りまし

○新井専門官

て、まさに今、御 指摘のありま したアセチル 化体等につき ましては、 現在コーデッ クス規
格でも対象として はいないとい うこともござ いますので、 国際的な動 向を注視しな がら、
必要に応じて厚生労働省でも考えていきたいと考えています。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

現時点で厚労省 としてはそう お考えという ことでござい ます。これ はまた今後の 審議で
皆様に御意見をい ただくことに なろうかと思 いますけれど も、そのほ か、ただいま の新井
専門官からの御説明について、御質問等はございますでしょうか。よろ しいでしょ うか。
ないようですので、新井専門官、どうもありがとうございました。
それでは、ただ いま厚生労働 省から依頼の あった食品中 のデオキシ ニバレノール の規格
基準の設定に係る食品健康影響評価の進め方について、事務局から説明 をお願いし ます。
よろしくお願いします。
○今西課 長補佐

それ では、 資料 3を ごらん いただ ければ と思い ます。 こちら のほう 、事

務局で作成させて いただいてお りますが、ま ず、進め方に ついて御確 認させていた だきた
いと思います。
2ペ ージ、先 ほどか ら御説明 がありま したとお り、 2010年に自ら 評価とい う形で食 品健
康影響評価をいた しておりまし て、デオキシ ニバレノール 及びニバレ ノールの評価 書を作
成しております。このデ オキシニバ レノール、「 DON」と言わせてい ただきますが、 DON
については EF SAにおい ても評価が行 われており まして、2010年の評価 以降の新たな 知見、
それから、国際 機関等の評 価等、今回 はこういっ たものの追記 を行っており ます。さ らに、
追記に当 たって 記載整 備とい う形を 行って おりま して、 全体と しては 第 2版と いう形 で資
料をまとめさせていただいております。
今回の 第 2版の 作成に 当たり まして 、原則 として 、前回 の版の 記述に ついて は維持 しつ
つ、追記の形で進 めております が、一方で、 前回の評価か らかなり時 間がたってお ります
ので、記述内容、 構成等の変更 が必要であれ ば、適宜修正 を行いなが ら進めたいと 考えて
おります。
今日は、まずは 評価対象とい うものをどの ようにしてい くのか。先 ほどありまし たアセ
チル体、それから 、配糖体のと ころを含めて 、評価対象に ついて御審 議いただきた いと思
っております。事 務局で追記い たしました科 学的知見、文 献等につい て、説明はさ せてい
ただきたいと 思ってお りますが、 Ⅳの「 5.ば く露状況 」の手前の ところま で、本日御 審議
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いただきたいと考えております。
また、今回は厚 生労働省から の諮問がデオ キシニバレノ ールとなっ ております。 前回の
評価の中ではニバ レノールの評 価も記述して おりますが、 今回の審議 についてはニ バレノ
ールは対象とせず に、新たな知 見の更新は行 わないことと させていた だきたいと思 ってお
ります。
以上になります。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

ただいま事務局 から評価の進 め方について 御説明をいた だきました 。前回の評価 書に新
たな知見を追記す るという形で 進めていくと いうことです 。それから 、ニバレノー ルのほ
うについては、厚 生労働省から の諮問に含ま れていないた めに今回の 審議の対象と はしな
いという基本的な 考え方の御説 明がありまし たけれども 、この辺に ついて、皆様、御 質問、
御意見等がありましたら、お願いします。
特にございませんでしょうか。
それでは、今、事 務局からあり ましたような 進め方で評価 を進めてい きたいと思い ます。
それでは、追加した知見等について、事務局から説明をお願いします 。
○今西課長補佐

引き続き、資料3で説明させていただきたいと思います。

3ペ ージ、目次 がござい ます。今回 、前回の 評価書に 加えて「Ⅱ .評価対 象」を入れ させ
ていただいており ます。これは 前回、フモニ シンのときも 同様の評価 対象を入れて 評価対
象を明確にしておりますが、同様のことを考えているところです。
今回、厚生 労働省か らの諮問が あります ので「 3.評 価要請内容 」の項目 も入れてお りま
す。具体的には、後ほど、説明させていただきたいと思います。
まず、前回評価につ いて、7ペ ージ、要約で説明 させていた だきたいと思 います。 8行目
からになります。DONについ ては、実験動 物を用いた毒 性試験では、主に嘔吐、摂 餌量の
減少、体重増加の 抑制及び免疫 系に及ぼす影 響が認められ ました。こ れらの影響が 認めら
れた用量よりも高 用量で胎児毒 性及び催奇形 性が認められ ました。遺 伝毒性試験で は、染
色体異常試験等の 一部において 陽性の結果が 得られている が、その程 度は強いもの ではな
く、また、マウ スに用いた 2年間 慢性毒性試験 でも発がん性 が認められ なかったこと から、
生体内で影響を及 ぼすような遺 伝毒性を有す る可能性は低 いと考えら れております 。遺伝
毒性及び発が ん性があ るとは判 断できず、 耐容一日 摂取量（ TDI）を設定 することが 可能
と考えられております。
各種毒 性試験 を検討 した結 果、マ ウスを 用いた 2年間慢 性毒性 試験に おける 体重増 加抑
制 か ら 無 毒 性 量 を 0.1m g/kg体 重 / 日 と し て 、 不 確 実 係 数 100を 適 用 し て 、 DON の T DIを
1µg/kg体重/日ということで設 定いただいて おります。
9ペー ジ、
「Ⅰ.背景」になります。今 回厚生労働省 から諮問が あった内容を 22行目 から追
記をさせていただいております。
続きまして、諸外国の 規制またはガ イドライン値 ということで、 38行目に なります。先
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ほど厚生労働省か らも説明があ りましたとお り、コーデックス 委員会にお いてDON に基準
値が設定されておりまして、表1で示させていただいておりま す。
11ペ ージ、こち らは先ほど 厚生労働 省から説明 があったと おり「 3.評価 要請の内容 」を
記載させて いただ いてお ります。 今回、 評価要 請の内容 といた しまし ては、 12ペー ジの 5
行目からになりま す。規格基準を 1. 0m g/kgに設定す ることを検討 した際に用い たT DIにつ
いて、新たな知見 を踏まえた変 更の有無及び 規格基準につ いて、食品 健康影響評価 を依頼
されていると書かせていただいております。
続きまして、「Ⅱ .評価対象」 になります 。こちらにつ きましては、 現在の評価書 、2010
年の評価 では、 DONに ついてT DIを 設定い たして おりま す。一方 で、 JECFAはDON 及び
Ac-DONについ てのグルー プのP MT DI、また、 EF SAについては 、DON、 Ac-DON に加え
て、配糖体のDONについても含めてグループT DIを設定し ております。
今回の評価 に当たり 、評価対 象に Ac-DON及び 配糖体を 含めるか どうかに ついては 、後
ろのⅣの「 4.国 際機関、 諸外国にお ける評価 」のとこ ろで御審議 いただき たいと考え てお
ります。なお 、日本、 コーデッ クス委員 会、 EU、 米国の基 準値につ いては、 DONで 現状
は設定されて いる状況 になってお ります。 まずは、こ のⅣの「 4. 国際機関 、諸外国に おけ
る評価」の前のと ころまで新た な知見を事務 局のほうで入 れておりま すので、そこ を説明
させていただきた いと思ってお ります。追記 のところだけ 説明させて もらいますの で、少
しページが飛んで説明になりますが、御理解いただきたいと思います。
17ペー ジ、「Ⅳ. 安全性に 係る知見の 概要」、前 回 2010年の 評価以降 、JECFAで出さ れた
2011年の評価書、 EFSAの2017年の評 価書をもとに、 主に今回、安全 性に関する知 見を追
記させていただいてございます。
18ペ ージ、ヒ トの吸収 を想定 した in vitro の実験 モデルの 知見を 入れさせ ていただ いて
おります。33行目からに なります。新 たな知見につ いては、こ の33行 目のように下 線を入
れておりますので、下線のところを見ていただければと思います。
19ページ、③分 布のところに なりますが、摘出さ れたヒトの胎 盤の通過実 験で、その知
見を入れさせていただいております。
20ページ、⑤排 泄のところの 知見になりま す。33行目 になります。こち らは大腸で DON
が脱エ ポキ シ化 できる 細菌 叢を 有して いる ヒト の尿 から DONの 脱エ ポキ シ化体 が検 出さ
れたという知見を加えさせていただいております。
乳汁への 移行に ついての 知見を 21ペー ジ、 30行目 から入れ させて いただい ており ます。
乳牛にDONを 含む餌を混餌 投与した結果 として、乳には 0. 14µg/kgの DON及び脱エ ポキシ
化DONが含まれるという知見を入れさせていただいて おります。
24ページ からニバレノ ールのほうに なりますので、ニバ レノールの ほうは先ほど 御説明
いたしましたとおり追記はしておりませんので、ここも飛ばさせていた だきます。
27ページ から「2. 実験動物等に おける毒性」の知見 になります。毒性 の知見につい ては、
まず急性毒性になりますが、24行目にマウスの知見 を入れさせて いただいてお ります。
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続きまし て、亜 急性毒 性になり ます。 表では 33ペ ージの上 から 3つ 目のマ ウスの知 見を
入れさせていただ いておりまし て、この記述につい ては、35ペ ージの 32行目からの 線を引
いたマウスの知見になります。
また、37ページの20行目、⑥ ニワトリの知 見を入れさせ ていただいて おります。
それから、慢性 毒性・発がん性に関する知 見が 38ページ、10行目に 追記をさせて いただ
いております。
表 7に慢 性毒性 試験の 結果を 示させ ていた だいて おりま すが、 この一 番上の マウス の混
餌2年間 の体重増加率 減少のN OAEL＝ 0. 1 mg/kg 体重/日、これが 前回のT DIの知見 のもの
になります。
43ページ、（5）遺伝毒性の知見を 22行目から 2つ追 加させていた だいており ます。
続きまして、そ の他の知見と いうことにな りますが、免 疫応答に関 するマウスの 知見を
加えさせていただいています。46ページのラインの 25行目 からになりま す。
58ページ から、③その他の知 見がございま す。59ページ にリンパ球 の培養の知見 を入れ
させていただいております。
また、60ページにマウスの知見を入れさせていた だいておりま す。
こちら以降は、ニバレノールの毒性になりますので、追記はしており ません。
ざっと追記のと ころを紹介さ せていただき ましたが、調 査会後も御 意見をいただ き、追
加すべき知見等が あれば事務局 に御連絡いた だければと思 います。ま ず、安全性に 係る部
分は以上になります。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

今、説明があり ましたように 、追記した箇 所について御 説明いただ きました。た だいま
今西補佐から御依 頼があったよ うに、この調 査会の後にも いろいろ御 指摘があれば いただ
きたいと思います けれども、こ の場でお気づ きの点等がご ざいました ら、御意見、 御発言
をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか 。
豊福先生、お願いします。
○豊福専門委員

食品安全委員 会が 2010で 、JECFAが 2011で、EFSAは2017なので すね。

それ以外の国の評価機関では、その後にこの8年ぐらいの間に 何か評価はな いのですか 。
○今西課長補佐

正確にお答えできないので、調べさせていただいて。

○豊福専門委員

もう一つ聞き たいのは、今 、今西さんが 説明してく れたものは、 どうや

って見つ けたの ですか 。つま り、こ の 8年間 の毒性 データ などを 全部レ ビュー して必 要な
部分を足したの か、それと も、それこ そJECFAとか EF SAを 見て、これ は新しいな と足し
たのか、その過程 を教えてほし いのです。一 番我々にとっ て楽なのは 、これはどこ かにあ
ったと書いておいてくれれば、見なくていいから楽は楽なのです。
○今西 課長 補佐

先 生の おっ しゃ ると おり 、基 本的に は JECFAの 2011年 と EF SAの2017

年でレビューされた文献をこちらで確認して、追記をしているというこ とになりま す。
○宮﨑座長

合田先生、お願いします。
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まだ そんなに 話題にな っていな いのです けれども 、 Ac-DONとか配 糖体

○合田専門委 員

のことは後で議論 するのだろう と思いますが 、評価書でこ れらが入る とすると、多 分最初
のところにこちら の構造式など も全部入れる という方向性 でよろしい のですね。物 として
の説明が、今の評価書にはそちらは何もないですね。
○今西課長補佐
○宮﨑座長

そちらのほうも検討させていただきたいと思います。

合田先生、よろしいでしょうか。

○合田専門委員
○宮﨑座長

はい。

長島先生、お願いします。
マイナーなこ とで恐縮です が、今、説明のございま した 18ページの 34行

○長島専門委員

が、「た結果、で」となっています。何か字が抜けているのではないの でしょうか。
○今西課長補佐
○宮﨑座長

ありがとうございます。言葉を丁寧に確認して、修正いたします 。

そう いった記述の ことについて は、そのほか の専門委員 の先生ももし お気づ

きの点がありましたら、また改めて事務局のほうへ御連絡いただければ と思います 。
そのほか、いかがでしょうか。
お願いします。
○吉岡評価第二課 長

大変申し わけありませ ん。事務局の 手が回って いないところ もござ

いますので、専門 の先生方から こういう文献 があるよなど と教えてい ただきました ら、こ
ちらのほうで中を 見てまた追記 をしたいと思 いますので、 どうぞよろ しくお願いい たしま
す。
○宮﨑座長

基 本的には JECFA、 EF SAの評価書 の文献を追 記したとい うことです けれど

も、ただいま吉岡 課長から御依 頼がありまし たように、専 門委員の先 生方、お気づ きの追
加すべき文献情報 等がございま したら、こち らについても 事務局のほ うへ御連絡い ただけ
れば幸いです。
佐藤委員長、お願いします。
○佐藤委員長

記 載するときに 気をつけてい ただきたいの ですけれど も、特にヒト の話な

のですが、例を出すと 20ページ、33行目のと ころからヒト の話が書い てあるのです けれど
も、こう書いたと きにヒト一般 を言っている のか。その前 に「脱エポ キシ化できる 細菌叢
を有しているヒト 」と、これは 私はよく知り ませんけれど も、人間は みんなそうな のです
か。そのように言 っているのか 、あるいは、 そういう限定 したヒトの ことを言って いるの
かというような、 これは一部の 例なのですけ れども、特に どういう範 囲で言ってい るのか
がわかるようにし ておいていた だけると。多 分、動物実験 などだとそ の動物が代表 してい
るということを前 提にしている ことになると 思うのですけ れども、ヒ トの場合には 、こう
いう書き方をされ るとどちらだ か私には読み 取れないので 、特にヒト のデータをつ け加え
るときには書き方 に気をつけて いただければ と思います。 エポキシ化 ですから、多 分リス
ク評価にもかなり影響するのではないかと思いますので、よろしくお願 いします。
○宮﨑座長

御指摘ありがとうございました。
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委員の皆様にも 文献、参照 47を詳 しく読んで いただければ と思いますけ れども、恐らく
腸内フローラの調 査と尿中をあ わせてやった のだろうとは 思いますが 、表現ですね 。文章
の表現も含めて、事務局へ御助言いただければと思います。
そのほか、いかがでしょうか。ここまでのところではよろしいでしょ うか。
お願いします。
○今西課長 補佐

今 回追記し たデータ なのです が、もう 一つ、P ubMedのほ うでデオ キシ

ニバレノールとオ ーラルとトキ シコロジーの 検索をかけた 結果につい ても、こちら で確認
できたものは追記をさせてもらっております。
○宮﨑座長

ということは、EFSAの2017以降の文 献も幾つか入 っていると 。

○今西課長補佐
○宮﨑座長

そうです。

ありがとうございました。

そのほか、皆様、よろしいでしょうか。
よろしいよ うでした ら、続きま して、事 務局からⅣ の「 4.国際 機関、諸 外国におけ る評
価」について、御説明をお願いします。
○今西課長補佐

それでは、資料 3、77ページか らになります 。また 、説明のた めに資料 4

も使いたいと思いますので、資料4もお願いいたします。
77ページ、
「 4.国際 機関、諸 外国における 評価」というところ になりますが 、事務 局より
説明したい内容に ついては 79ページに まとめており ますので、見てい ただければと 思いま
す。
まず、 食品 安全委 員会の ほうで 、 2010年は、 先ほど から 説明し ました とおり 、 DONに
おいてTDIを1µg/ kg体重 /日と設定を しております 。
また、JECFAについては、2010年の 3月に DONの再評価 の結果の概 要を公表して おりま
して、その概要が 3-Ac-DONは生体 内でDON に代謝される ことから、3-及び 15-Ac-DONを
含むAc-DON はDON と同一の 毒性を有す るとし、 これまで のDON のP MT DIである 1µg/kg
体重/日に Ac-DONを 含むグルー プP MT DIとされ ておりま す。このグ ループP MTDIを 設定
するに当たり、 JECFAでは、 DONと Ac-DONの毒性は等 価であると 評価をしてお ります 。
EF SAの ほ う は 、 2017年 、 DON に つ い て の 意 見 書を 更 新し て おり ま す 。 3-Ac-DON、
15-Ac-DONの大 部分は 体内 で脱ア セチル 化され 、経 口摂取 された 配糖体 はDONに変 換さ
れて排泄されるこ とから、3-Ac-DON、15-Ac-DON 及び DON -3-Glcの毒性 をDONと 同一と
みなし、 これま での DONの tT DI=1µg/kg体重 /日を グループ のT DIとし て 1µg/ kg体重/ 日に
変更いたしております。
諸外国の評価結 果を考慮し、今 回、厚生労働省 の要請に基づ いた DONの再評価を 行うに
当たり、DON、 Ac-DON及 びDON -3-Glcのグループ TDIの 設定の可能 性について検 討いた
だきたいと思っております。
その根 拠とし て用い る知見 を資料 4でまと めてお ります 。ごら んいた だけれ ばと思 いま
す。3-Ac-DON、 15-Ac-DON 、DON -3-Glcのそれぞれ 「吸収・代謝・ 排泄」「毒性」「汚染
17

割合」「分析方法」に関して知見をまとめております。
3-Ac-DONについ ては、ラットの 消化管内で DONに代謝 するという 知見がござい ますが、
15-Ac-DONにつ いては 、こ ういっ たDON に代 謝をす るとい う十分 な知 見は確 認がで きて
おりません。ま た、DON-3-Glcについ ては、ラッ トの消化管内 で吸収され ずにDON に代謝
されて、あとは排泄されるという知見が1報のみ確認されてお ります。
また、毒性に ついては 、3-Ac-DON 、15-Ac-DON 、これは同じ 知見になりま すが、2m g/kg
飼料で 7日 間、ブ タで経 口投与 したと ころ、 摂餌量 、体重 増加率 に変化 がなか ったと いう
知見がございます。DON-3-Glcについては 十分な知見は 確認がとれて おりません 。
次に、汚染割 合になります 。これは DONに対 する比であら わしておりま すが、3-Ac-DON、
15-Ac-DON については、厚生 労働省の調 査を記載して おります。小さい 字になるので すが、
まず、3-Ac-DONについ ては、0. 012と いうことで約 1. 2％、15-Ac-DONについて は、0.0135
ということで 約 1. 35％。です から、 DONに比 べるとど ちらも 1％ぐ らいの存 在割合と いう
調査結果になりま す。また DON-3-Glcの汚染 割合について も、欧州、米国、また、 日本の
知見を入れており ます。アセチル 体のDON に比べて、割合 が多いとい う結果になっ ており
ます。
また、分析 方法について 、妥当性 の確認がとれ ているかとい う点について は、3-Ac-DON、
15-Ac-DON については、妥当 性の確認がさ れておりま すが、DON -3-Glcについては そうい
った妥当性の評価は確認がとれておりません。
JECFAについて は、 3-Ac-DON 、 15-Ac-DONと いうグル ープ、 EF SAに ついては、 配糖
体も含めたグルー プという形で、それぞれP MTDI、TDIを 置いていると いう形になり ます。
資料３の 79ページ 、24行 目になりま す。こう いった知見 がございま すが、 3-Ac-DONは
生体内でDON に速やかに代 謝されるとの 報告が 1例あるの みであり 、15-Ac-DONに ついて
は生体 内代謝 に関 するデ ータ が確認 でき なかっ た。 また、 厚生 労働省 が 2010年か ら2016
年に実施した汚染 実態調査によ れば、Ac-DONによ る小麦の汚染 割合は、DONに比 べて約
1％と非常に低いため、ばく露量としては無視できる程度と考 えられるので はないか。
また、DON-3-Glcについ ては、妥 当性が確認さ れている分析 方法がなく 、DON -3-Glcの
細胞毒性は低く、吸収・排泄に関する知見は確認できなかった。
以上のことから、食品安全委員 会かび毒・自然 毒専門調査会 は、Ac-DON 及び DON-3-Glc
の知見が十分で ないと判断し 、現時点で はグループ TDIで はなく、 DONについ てのT DIを
設定することが適 当であると判 断できるので はないかとい うことで、
【事務局 より】に記述
案という形で示させていただいております。
以上になります。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

ただいま今西さ んより、諸外国の 評価を踏まえ て「Ⅱ.評価対象」の 記述案につい て御説
明がありましたけ れども、その ほか、本日御 欠席の吉成先 生からの意 見はございま すでし
ょうか。
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○今西課 長補佐

欠席 の吉成 専門委 員から 御意見 をいた だいて おりま す。資 料 5にな りま

す。読ませていただきます。
厚生労働省から のDONの 基準値設定に 関する諮問に 対し、アセチル 化体と配糖体 も評価
に含めるかどうかについて。
アセチル化体の 動物実験にお いてDON と同様の毒性 を示す結果が 複数得られ ている。し
かし、資料 4にあ るように 日本に流通 する小麦 におけるア セチル化 体の平均 濃度は DONと
比較して 非常に 低く、 また私 がこれ まで 8年 間汚染 実態調 査を行 ってき た限り では、 アセ
チ ル 化 体 の DON に 対 す る 割 合 が 極 端 に 高 い検 体 と い う もの は 見 た こ と がな い 。 よ っ て
DONの基準値設定を考える際には考慮に入れる必要は ないと考える 。
配糖体はそれ自 体の毒性は DONと比較 して非常に低 く、また、動物実験の結 果、バイオ
アベイラ ビリテ ィーが DONよ り低い という 報告も ある。 そのた めDON の基準 値設定 の際
の評価に配糖体を 含める必要性 の根拠は現時 点では余りな い。ただ、 小麦中の配糖 体の濃
度はDONに おおよそ 2割 で、アセ チル化体と 比較する と多いため 、今後情 報を収集し 、リ
スク評価を行う必要はあると考える。
以上になります。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

ただいま御説明 がありました 事務局の「Ⅱ .評価対象」に関する記述 案、それから 、本日
御欠席の吉成専門 委員の御意見 も紹介してい ただきました けれども、 この評価対象 をどう
するかということ について、皆 様から御議論 をいただきた いと思いま す。いかがで しょう
か。
合田先生、お願いします。
○合田専 門委員

1つ伺い たいの ですけ れども 、DON -3-Glcは 、私は構 造がわ からな いの

ですが、C-配糖体 ではないので すね。O-配糖体 ですね。O-配糖体 だから、通常、ヒ トで考
えるときには多分 胃に入ると壊 れますよ。だ から、動物の ときの場合 は私はわから ないで
すけれども、普通だ とこれは評価 対象になる のではないか と思うのです けれどもね。通常、
食べ物を食べて普通の胃の条件だったらO-配糖体は 壊れると思い ます。
○宮﨑座長

先生、壊れるというのは、糖がとれて。

○合田専門委員
○宮﨑座長

糖がとれるから、その状態になってしまうと思うのですね。

それは胃でそういうように。

○合田専門委員

pHが 1以 下になるの で、そうす ると、科学 の常識でい くと、普通 だと壊

れるだろうと思う のです。だから、動物実験のと きの動物の状 態が pH幾らぐらいか という
形ではないと思う のですけれど も、多分、普 通の我々が考 える糖だっ たら、特にこ れは糖
1つ ですね 。だか ら、そ んなに 大変で はない ような 気がす るので す。そ れでリ スク評 価を
行わないというの は、私はひっ かかるのです けれどもね。 どのぐらい 滞在時間があ るかと
か、胃の中にある かとか、そう いうことによ るとは思いま すけれども 、普通の状態 だった
ら、多分糖はとれてしまうのではないかと私は思うのですけれどもね。
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○宮﨑座長

御指摘ありがとうございました。

ただ、事務局が現時点で入手している論文情報は2012年 の1報のみと。
○合田専門委員

この論文情報 の部分で、要す るに、配糖体そ れ自体の毒 性はDON と比較

して非常に低くと いうのは、多 分これは正し いと思うので す。それか ら、動物実験 の結果
のバイオアベイラ ビリティーと いうのは、動 物実験がどう いう状態で あるかがわか らない
ので、例えば特保 とか機能性表 示食品などの 場合のときに 言うのに、 割と食品評価 の人た
ちはそこを当たり 前に切れると いう意識で物 事を言ったり するので、 本当はそれが どのぐ
らいの条件のとき にDONの グリコシドが 入っていて、ど う切れるかと いうのは、そ れは科
学的にやるべきだ とは思うので す。その情報 があるのかは まだわから ないですけれ ども。
こういうリスク評 価をするとき には、切れる という方向性 で考えたほ うがいいよう な気が
します。
ただし、私のよ うな年寄りに なってくると だんだん酸が 弱くなって くるので、そ ういう
意味からいうと、 年寄りは多分 リスクが少な いと思うので す。だけれ ども、それは 医薬品
の効果を考えると きに出ていま して、40代以下 のヒトは普通 はそこは切れ ると。無 酸症の
方がほとんどいないので、そういう形で考えるのが普通だと思うのです けれども。
○宮﨑座長

山添先生、お願いします。

○山添委員

確か に、グルコー スの配糖体の 吸収について は、この物 質そのもので 、実際

どうなっているか というデータ があることが 望ましいので す。どの程 度生体の中に 吸収さ
れているのか。
実を言うと、この O-グルコシドと いうのは結 構物によって 違いまして 、例えば一 番よく
知られているのは フラボノイド 。ケルセチン とか、ああい うもののグ ルコシドの吸 収率は
ヒトで1％から 3％ぐらい です。ほと んど利用さ れません。例えば一番 よく薬で利用 されて
いるのは、血糖の 調節のための アカルボース とか、あの辺 のものがモ ノグルコシド のもの
がたくさんありま す。あれはど ちらかという と最近わかっ てきている のは、グルコ シドの
まま一部がグルコ ーストランス ポーターに乗 っかるものが あるという ことがわかっ ていま
す。そのために入 るのですけれ ども、ここで シチュエーシ ョンが難し いのは、グル コース
の吸収のトランス ポーターに競 合して入るわ けですね。だ から、グル コースがたく さんあ
るときには競合し ているわけで す。そうする と、このよう なモノグル コシドの場合 には、
糖の吸収率は下が ることになる のです。だか ら、その吸収 をされる条 件によって、 利用率
は大きく影響を受ける可能性があるということがあると思います。
だから、これを 評価するとき に、グルコシ ドそのものを 投与して、 どの程度吸収 されて
いるというデータ が動物でもあ れば一番いい のですけれど も、ない場 合には、実は 小麦な
ので、糖と一緒に とってしまう ことになるの で、利用率を はかるとき にどう考えた らいい
のか。そういうことも含めて少し議論していただければいいのかなと思 います。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

このグルコシド ですね。DON-3-Glcを評価 対象にするか どうかとい う議論のとこ ろです
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けれども、その前 にアセチル化 体についても 整理したいと 思います。 吉成先生から いただ
いた御意見でも、毒性に 関する情報は 限られては いるのですけ れども、ただ、DON とアセ
チル化体 との割 合を見 ると、 厚生労 働省の 調査で も非常 に割合 が低い 、 1％程 度とい うこ
となので、毒性情報が 限られている ということと DONに対 する割合が 非常に低いと いうこ
とから、今回の評 価対象には含 めなくてもい いのだろうと いう御意見 がありました 。こち
らについてもあわ せて御確認い ただければと 思いますけれ ども、小西 先生、何か御 意見は
ありますか。
○小西専門委員

正直申して、 吉成先生の文 章を読みます と、基準値 設定を考える 際には

考慮しなくていい 。これは私は 賛同いたしま す。しかし、 リスク評価 を行うときに は、基
準値設定を見据え て行うのでは なくて、リス ク評価はリス ク評価で独 立して行うべ きでは
ないかと思 ってお ります 。そうな ります と、この アセチ ル体、 EF SAもそれ を加えて リス
ク評価をしていま すし、JECFAで 2010年 のときに私も 参加しており ましたけれど も、その
ときには、グルコ シド体はほと んどデータが ないという状 態だったの で評価してい ないの
ですが、アセチル 体は評価して おります。そ ういうことを 考えますと 、基準値設定 ありき
でリスク評価をし てしまうとい うのは、リス ク評価機関と しては、正 直、足りない のでは
ないかと思うのです。
ですから 、 EF SAが こういう リスク 評価を行 って、 基準値設 定のと きには どうした かと
いうのは私はわか らないのです けれども、基 準値のときに はいろいろ なリスクマネ ジメン
トを考えて DON だけでや るとい うこと であれば 、ここ でP MT DIを決 めたか らといっ て全
部測らなければい けないという ことはないと 思います。で すから、リ スク評価には 加えた
ほうがよろしいのではないかというのが、根本にあります。
資料 4を 見せて いただ いたの ですが 、毒性 のとこ ろはも っとデ ータが ありま す。少 なく
とも私が書いた論 文もあるので すが、それも 入っていない ですし、そ ういう面では 、これ
でデータが足りないと言い切ってしまうのは危険ではないかと思いまし た。
○宮﨑座長

小西先生、御指摘ありがとうございました。

今、T DIを 定めると きにグ ループ TDIにする かどうか という 議論は 先に置い ておい て、
評価対象にはとも かく入れて評 価を進めるの がいいのでは ないかとい う御意見だっ たと思
いますけれども、この点について、そのほかの先生方、いかがでしょう か。
豊福先生、お願いします。
○豊福専門委員

私も個人的に は小西先生の 御意見と一緒 で、評価す るときは評価 だけを

しておいたほうがいいかと思います。
それと 、この 79ページ の先ほ どの EF SAのとこ ろで、 15行 目の ところ に、 3-Ac-DONと
15-Ac-DON 、DON -3-Glcの毒性を「 DONと同 一とみなし」と書いてあ るのですけれ ども、
これはどういう理 屈から同一と みなしたのか 。ここが恐ら く一番肝だ と思うのです 。資料
4で は、一 番右側 のとこ ろは「 十分な 知見な し」と なって いるの だけれ ども、 どうい う根
拠でEFSAはこの 3つの毒性 を同一とみな したのかと いうところは、も うちょっと深 掘りし
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て考えないといけないのかなと思います。
それと、EF SAが 2017年にオピニオ ンを出して 、それに対し て現時点で DG SAN T Eは何
か考えているのか どうか、もしそ この情報が わかれば、こち らも参考に なるかと思い ます。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

私も今、 豊福先 生が御 指摘にな ったと ころが気 になっ ていて、 EF SAがこ ういう判 断を
した根拠というの が当然あった と思うので、 そういった部 分も精査し ていく必要が あると
思いますけれども、そのほかの先生方、いかがでしょうか。
小西先生、お願いします。
○小西専門委員

この根拠なの ですけれども 、一つには、 腸管から吸 収されるとき に脱ア

セチル化されて、DONとして しかもう検出 されなくなっ てしまうので す。アセチル 体がな
くなってしまうの で、ですから 、同等という 表現を使って いるのだと 思います。そ れが一
つです。
○宮﨑座長

先生、それはもう消化管内で代謝されてということなわけですか。

○小西専門委員
○宮﨑座長

粘膜でですか。

○小西専門委員
○宮﨑座長

消化管内というか、腸管で。

はい。

ありがとうございます。

○長島専門委員

それは、 in vivoででないと だめなのか、 あるいは腸管 だけ取り出 した in

vitroでも同じようなことが起こ るのですか。
○小西専門委員

両方でやっています。

○長島専門委員

in vitroでもみられるのですか。

○小西専門委員

はい。

○宮﨑座長

ありがとうございました。

今までの皆様の 御指摘から、アセチル体に ついても、配 糖体、3-Glcについても評 価対象
にする方向でとい う御意見が多 かったと思い ますけれども 、いずれに しましても委 員の先
生からも御指摘が ありましたが 、まず根拠と なるデータで すね。論文 について小西 先生か
らも御指摘があり ましたが、さ らに論文を精 査して情報を 精査する必 要があると思 います
ので、事務局にも お願いします し、また、委 員の先生にも こういう論 文があるとい うこと
をぜひ事務局までお伝え願いたいと思います。
改めて確認です けれども、多 くの先生から 、このアセチ ル体、配糖 体についても 評価対
象と含めて議論し ていくのが適 切ではないか という意見が 多かったと 思いますけれ ども、
そのほかの先生方、いかがでしょうか。
合田先生、お願いします。
○合田専門委員

私はアセチル 体の量が余り に低いかなと 。そこを議 論しても結構 出口と

しては余り関係な い気がするの はするのです けれどもね。配糖体は量が 数十％の率だ から、
これは絶対に議論 はしておかな いといけない とは思います 。その部分 について、私 は小西
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先生の意見がよくわからなかったのです。
○小西 専門委 員

このデ ータ からい くと 、3-Ac-DON とか 15-Ac-DONが 1％ぐ らいと いう

データが出ていま すけれども、 これは輸入国 によって全く 異なると思 います。この かびの
種類によって 15-Ac-DONをつくる ものと 3-Ac-DONを、これ は渡辺先生 が詳しいと 思いま
すけれども、ケモ タイプという ものでありま すので、どっ ちのかびが 分布している かとい
う違いで、どう変化するのか全くわからないのです。
○合田専門委員

わかりました。

○小西専門委員

何か補足はございますか。

○渡辺専門委員

先生がおっし ゃるとおりで 、今、具体的 な何という スピーシーズ がそれ

ぞれのものをどれ くらいつくる という数字を お出しできな いのですけ れども、もち ろん生
産国とか、小麦と かトウモロコ シ、大麦とか 、小麦の種類 によっても 変わるのです が、分
布するかびの種類 が必ず異なっ て、それぞれ 何を出すかも 必ず異なっ てきますので 、この
データだ けでは 比率が 全く見 えない ので、 私も一 律化し て 1％と いうの は、ち ょっと 危険
かなという考えです。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

合田先生、そういうことが。
○合田専門委員
○宮﨑座長

それだったらわかりました。了解しました。

小西先生、お願いします。

○小西専門委員

DON -3-Glcのほうなので すけれども 、これも 農水のデータ によると 、収

穫の時期によって パーセンテー ジが違う。そ れが論文にな っているか どうかわから ないの
ですが、そういう ことをお聞き しますと、輸 出国がいつ収 穫して出し てくるかわか らない
ので、一概に20％ が高いとか、そうい う議論をして しまうと、そうい う数字だけが 先行し
てしまうのかなと思います。
○合田専門委員

ここのデータ でも、生産国で DON -3-Glcはす ごく割合が違 うから 、その

影響が同じようにアセチル体にもあるということですね。
○小西専門委員

DON -3-Glcのほうは、植物 体の中で形 成されてしま うのです。です から、

かびとは関係ない。
○合田専門委員
○宮﨑座長

わかりました。多分そうでしょうね。

植物 がかび毒にや られないよう に配糖体にす るということ ですね。です から、

収穫時期とか植物 の、例えば麦 でも品種など によっても当 然変わるこ とが想定され るとい
うことですね。ありがとうございます。
課長、お願いします。
○吉岡評価第二課長

どうも御意見たくさんありがとうございました。

御検討いただく データがまだ まだ不十分な ところもある と思います ので、もう一 度そこ
のところを精査し た上で改めて 御検討いただ けるように、 事務局で次 回以降準備し たいと
思っております。
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○宮﨑座長

課長 、今の御提案 は、ここで今 回評価対象に ついて確定 するというこ とでは

なくて、次回以降 に新たな情報 も踏まえて、 どの程度情報 があるかも 踏まえてこの ところ
を確定していこうということでしょうか。
○吉岡評価第二課 長

そのほう が科学的知見 に基づいて御 判断いただ くということ ではよ

ろしいかなと思います。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

ただいま事務局 からこのよう な御提案があ りましたので 、さらにこ の点について の文献
情報を事務局でも 精査していた だいて、先ほ ど来お願いし ていますけ れども、先生 方から
お気づきの論文が ありましたら ぜひ事務局へ お伝えいただ いて、その 情報を精査し て改め
て御提示いただい て、評価対象 については皆 様の合意を得 て進めてい きたいと思い ますけ
れども、そういう進め方でよろしいでしょうか。
小西先生、お願いします。
○小西専 門委員

今、 このデ ータが ない状 態でも 3つやっ たほう がいい という 意見が 出て

いるのに、これに プラスアルフ ァしてやらな いほうがいい という意見 になるものな のでし
ょうか。
○宮﨑座長

確か におっしゃる とおりですね 。少なくとも 具体的に論 文名は出なく ても、

こういうことがあ るということ は委員の先生 からも御指摘 がありまし たので、この 場で評
価対象としては 、JECFAなり EF SAな りではアセ チル体ある いは配糖体 についても 評価し
ているということ もありますの で、かび毒・ 自然毒等専門 調査会でも アセチル体、 配糖体
についても評価対 象にする。た だ、情報はま だまだほかに もどうもあ るようですの で、精
査して、それを踏 まえて評価し ていくという 方向でいいの ではないか という小西先 生から
の御提案もありましたけれども、委員の先生方、いかがでしょうか。
お願いします。
○山添委員

今回 のデータで、多分 DONのグ ルコシドのデ ータはそん なに純品を投 与した

データはないので はないかとい う気もするの です。あった としてもす ごく限られて いると
思うのです。その ときに、例え ば大動物など では、それを もう飼料と して大麦その ものを
与えた場合には、 昔からグルコ シドをある意 味で含んでい たわけです ね。実際はど ちらの
量をはかっていた のか、配糖体 も一緒にはか っていたのか わかりませ んが、実は動 物実験
でばく露はされて いたと。そう すると、毒性 のデータにつ いては、両 者を含んだミ クスチ
ャーとして与えら れたものの毒 性の結果とし てこれまで評 価してきて いた可能性も あるわ
けですね。そうい うことが想定 される場合に はどう評価を して、つま り、込みで今 までや
ってきたから毒性 に関してはそ れを含んだも のとして評価 をするとか 、そういうこ とも可
能なのか、あるいは 単独でデータ がないと評 価はできない とするのか。その辺につい ては、
先生方、いかがなのか、議論いただければと思います。
○宮﨑座長

山添 先生から御指 摘がありまし たけれども、 それは込み で評価してい たので

はないかという御 指摘ですが、 要するに、自 然汚染飼料を 用いた試験 ではそうだと いうこ
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とですね。
○山添委員

結局 、そのときに 、先ほど小西 先生もお話に なったよう に、ソースに よって

ばらつきがあるの ではないかと 。そうした場 合に、本当に 評価に値す るのかどうか とか、
その辺のところも 含めてどう評 価をしたらい いのかという のを、多分 、データが限 られて
いると思うので、 だけれども、 そういうデー タも利用して はかったら 、配糖体につ いて多
少のことは言えるのかどうか。その辺のところがあったものですから、 お伺いしま した。
○宮﨑座長

小西 先生、どうで すか。ただ、 昔の純品では なくて自然 汚染飼料を使 ったよ

うな実験のときに は、そもそも 配糖体の存在 も知られてい なかったし 、分析もされ ていな
いしということだ ろうと思いま すので、その 辺の評価が非 常に難しい のだと思いま すけれ
ども。
○小西専 門委 員

2010年の DONの 評価を した ときに は、渋 谷先生 もい らした のです ね。

純品を使ったもの しか毒性評価 として採用し ないというこ とを決めて やっていたと 思いま
すので、ミクスチャーを使ったデータは使っていなくて、毒性評価をし ています。
○宮﨑座長

その 辺の事情は、 前回のフモニ シンのときも 参考として は自然汚染な り培養

物のデータも載せ ておりますけ れども、実際 の評価に使っ たのは純品 投与というこ とだっ
たと思います。
そのほか、いかがでしょうか。
豊福先生、お願いします。
○豊福専 門委員

この 資料 4の 分析法 のとこ ろで、 アセチ ル体に ついて は妥当 性確認 とい

うところで、括弧 書きで日本の カビ毒試験法 評価委員会で 妥当性確認 をしたと書い てある
のですけ れども、 例えば AOACとか ISOの検査 法という のは、 アセチ ル体とグ ルコシ ド体
はあるのですか。
○小西専門委員

ないです。

○豊福専門委員

ありがとうございます。

○宮﨑座長

今、 分析の妥当性 の確認のこと が出たので確 認したいの ですけれども 、この

カビ毒試験法評価 委員会で妥当 性を確認され た方法を使っ て、その上 の平成 22年から 28年
の 調 査 は こ の 方 法 を 使 っ て 行 わ れ た と い う こ と で す ね。 で す け れ ど も 、 日 本 の 場 合 の
FAMICで やった 2017年のデー タは妥当 性評価なし というこ とですが 、ただ、 FAMICがこ
ういう調査をする に当たっては 、それなりの 妥当性確認は 当然してい るようにも思 うので
すが、どういう方 法だったら妥 当性確認して あってという ところは、 何か一定の基 準があ
るのでしょうか。
お願いします。
○吉岡評価第二課 長

農水省に 確認しないと あれですけれ ども、少なくとも FAMICがやる

ときには、自分たちの中での妥当性確認はしっかりやっているはずです 。
○宮﨑座長

合田先生、お願いします。

○合田専門委員

そこも気にな っていて、DON -3-Glcの 論文は、分析は 結構最近の論 文で、
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2014年 とか、それ前後の ものも結構出 ているのです ね。多分これにつ いてはみんな やって
いると思うのです 。それがない と論文がアク セプトしない ので、だか ら、少なくと も普通
LC/ MS/ MSとか でやっている 限りにおいて は、妥当性は確 認している だろうとは思 うので
す。ただ、そのデ ータでこれが とられている わけではない ので、これ はもしかした らそう
なのかもしれない と思ったので すけれども、 分析法自身は 妥当性が確 認された分析 法があ
るだろうとは思い ます。だから 、少なくとも 評価書にそう いうような 文章を書くの は余り
適切ではないかな と思ったりし ました。妥当 性が確認され ていないと かと一言で言 ってし
まってはいけないような気がします。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

分析法の妥当性確認についても、事務局で改めて精査していただけれ ばと思いま す。
今、御議論いただ いております 評価対象を どうするかと いうことにつ いてですけれ ども、
本日この 場で皆 様から いただ いた御 議論か ら、こ の 3つに ついて も評価 対象に 含める とい
うことで方向づけ るのか、ある いはさらに事 務局で情報収 集していた だいて、その 結果を
踏まえて次回以降 で判断するの かということ ですが、私個 人的には皆 様から具体的 な御意
見もいただいてお りますので、 小西先生の御 指摘どおり、 本日この場 でこのアセチ ル体、
配糖体についても 評価対象とし て評価を進め ていくという ことでよろ しいのではな いかと
思いますが、皆様、いかがでしょうか。
○合田専門委員
○宮﨑座長

同意します。

そう いう方向で今 後の評価を進 めていきたい と思います 。ありがとう ござい

ました。
ただ、繰り返し になりますけ れども、この 辺については 情報をさら に収集する必 要があ
りますので、委員の先生方についても情報提供をよろしくお願いいたし ます。
本日の審議はこ の部分までと したいと思い ますが、次回 以降の審議 について、事 務局か
ら何かありますでしょうか。
○今西課長補佐

本日御議論を いただきまし たので、事務 局でも知見 等の収集をや ってい

きたいと思います が、先生方か らも御意見等 、文献の提供 等をいただ ければと思い ます。
次回以降、そのあ たりを審議し ていきたいと 思っておりま すので、よ ろしくお願い いたし
ます。
○宮﨑座長

次回以降、そういう方向で議論を進めていきたいと思います。

次回にはそれ以外のばく露状況とか、そういったことも含めて進めら れるわけで すね。
○今西課 長補佐

現時 点で、 まずア セチル化 体の DONと かグル コシド 体の DONなど の知

見をまとめて御議論いただく、次回はそちらでやらせていただければと 思います。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

それでは、次回 改めて評価対 象について御 議論いただい て、議論を 進めていきた いと思
いますので、よろしくお願いします。
本日予定してい た審議につい ては以上にな りますけれど も、改めて 委員の先生方 から言
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い残したこととか、あるいはお気づきのことなど、ございませんでしょ うか。
小西先生、お願いします。
○小西専門委員

アセチル体ま たはDON -3-Glcの場合に は、先ほど豊 福先生からお 話があ

ったように、2011年と 2017年、特に 2017年の EF SAのデー タは非常に 詳しく書かれ ていま
すので、それをベ ースに議論し てアクセプト するかどうか というとこ ろを見れば、 それほ
ど時間はかからな いのではない かなと思うの です。それプ ラスアルフ ァのデータを 中心に
調べられたらどうかと思います。
○今西課長補佐
○宮﨑座長

ありがとうございます。

御指摘ありがとうございました。

豊福先生、お願いします。
○豊福専門委員

そうすると、 この目次なの ですけれども 、書くとき に、例えば先 ほど合

田先生がおっ しゃったよ うに「Ⅲ .評価対 象物質の概 要」のと ころで、名 称なども 1番 目に
DONがあって 、次に Ac-DONと か、グ ルコシドとか 、その ように書い ていけばいい のです
か。
○宮﨑座長

課長、お願いします。

○吉岡評価第二課 長

例えば動 物用医薬品の 評価のときな どは、代謝 物などが出て きます

と、それぞれにつ いても書いて いきますので 、アセチル化 体も配糖体 についても、 構造式
から何からきちんと記入していくことになるかと思います。
○宮﨑座長

ありがとうございました。

そのほか、お気づきの点はございますでしょうか。よろしいでしょう か。
それでは、事務 局に精査して いただいて、 次回の審議を 進めたいと 思います。厚 生労働
省におかれまして も、またいろ いろと情報提 供をお願いす ることがあ るかもしれま せんの
で、よろしくお願いします。
繰り返しになり ますけれども 、先生方から の情報も大変 重要ですの で、よろしく お願い
いたします。
これで本日予定 していた議事 については一 通り御議論い ただきまし たけれども、 そのほ
か、事務局から何かございますでしょうか。
○今西課長補佐
○宮﨑座長

特にございません。

ありがとうございました。

それでは、本日 の審議は以上 とさせていた だきます。次 の会議は来 年度になると 思いま
すけれども、来年度もよろしくお願いいたします。
次回につきまし ては、日程調 整の上、また 改めてお知ら せしますの で、よろしく お願い
します。
本日はどうもありがとうございました。
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