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髙須専門委員、松井専門委員、横田専門委員、吉田専門委員
（専門参考人）
北條専門参考人
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（事務局）
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５．配布資料
資料

栄養成分関連添加物に関する食品健康影響評価指針（案）

６．議事内容
○頭金座 長

そ れでは 、定刻 になり ました ので、 ただい まから 第 5回「 栄養成 分関連 添加

物ワーキンググループ」を開催いたします。
先生方には、御 多忙中のとこ ろ、また、本 日は非常に足 元が悪い中 、御出席いた だきま
して、まことにありがとうございます。
本日は、8名の専門委員に御出席いただいております。
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また、本日は専 門参考人とい たしまして、 残留農薬研究 所の北條仁 先生に御出席 をいた
だいております。
なお、石見専門 委員、上西専 門委員、宇佐 見専門委員、 合田専門委 員、柴田専門 委員、
瀧本専門委員は、御都合により御欠席との連絡をいただいております。
また、食品安全委員会からも、委員の先生方が御出席です。
それで は、お 手元に 「食品 安全委 員会栄 養成分 関連添 加物ワ ーキン ググル ープ（ 第 5回
会合）議事次第」を配布しておりますので、御覧いただきたいと思いま す。
まず、事務局か ら配布資料の 確認と「食品 安全委員会に おける調査 審議方法等に ついて
（平成 15年 10月 2日食品 安全委員 会決定 ）」に基 づき必要 となる専 門委員の 調査審議 等へ
の参加に関する事項について報告を行ってください。
○髙橋課長補佐

それでは、資料の御確認をお願いいたします。

議事次第、座席 表、専門委員 名簿に続きま して、資料「 栄養成分関 連添加物に関 する食
品健康影響評価指針（案）」。
机上配布資料と いたしまして 、この資料の うちの四角囲 みを除いて 、指針本文の 案のみ
にさせていただいたものを先生方のお手元に配布させていただいており ます。
資料は以上でございます。不足等はございませんでしょうか。
続きまして、本 日の議事に関 する専門委員 等の調査審議 等への参加 に関する事項 につい
て御報告いたします。
本日の議事 について、 平成 15年 10月 2日委員会 決定の 2の（ 1）に規定す る調査審議 等に
参加しないこととなる事由に該当する専門委員はいらっしゃいません。
以上でございます。
○頭金座長

提出いただいた確認書について、相違はございませんでしょうか。
（「はい」と声あり）

○頭金座長

それでは、議事に入りたいと思います。

まず議事の「（ 1）栄養成分関 連添加物に関 する食品健康 影響評価指針 について」です。
本日は、この栄養指 針案において、こ れまでの「添加物 に関する食品 健康影響評価 指針」
に比べて、特に新し い考え方が導 入されている 項目といた しまして、「第 2章」の「第 2
全性に係る知見」、「 第2章」の「第 4

食品 健康影響評価」及び「第 1章」の「第 2

安

定義」

について御議論いただきたいと思います。
それでは、まず「安全性に係る知見」について、事務局から説明をし てください 。
○後藤評価専門官

ありがとう ございます。まず、この栄養 指針案でご ざいますけれ ども、

梅村先生の研究班 で作成いただ いた指針の原 案をもとに、 既に食品安 全委員会が策 定した
他の指針も参照しながら事務局で体裁等を整えたものであるという旨、 申し上げま す。
それでは、内容について 説明をさせて いただきま す。「第 2章」の「第 2」でござい ます。
38ページを 御覧ください 。2行目からが「第 2

安全 性に係る知見 」です 。各論に入 る前に

1つ四角 囲みがござい ます。事務 局からの問 いかけとして 、安全性 に係る知見の 項目が 3つ
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あるのですけれど も、その項目 の順番につい て、現在ある 添加物指針 の項目の順番 をいれ
かえて、今回新し い考え方が導 入されており 、その最も重 きを置くと されている「 ヒトに
おける知 見」を 「 1」と しては どうか と考え て御提 案をさ せてい ただい たとこ ろでご ざい
ます。
石見先生から、 ヒトを先に持 ってくるとい うのではなく て、添加物 指針の元の順 番でよ
いと思いますとい う御意見をい ただいており ます。後ほど ワーキング グループとし て、こ
の項目の順番について御検討をお願いいたします。
それでは、「1

ヒトにおけ る知見」です。ここの 項目は 3つに分か れております。「（ 1）

ヒトにお ける影響 の 1～ 7の 分類」、 「（ 2） 」が論 文の A～ Cの分類 、「（ 3） 」とし て、
それらの総合評価となっております。
まず「（ 1）」です 。 39ページ の1行目か らです。 この記 載につき ましては 、WHOの許
容上限摂取の決め 方を参考に事 務局で作成を させていただ きました。 ヒトにおける 影響を
「1」～「 7」に分類すると いうところで すけれども、その 分類する理 由がより明確 になる
ようにと考えて、 こういう文案 にさせていた だいておりま す。ほとん ど原文の下線 を引い
ている箇所を訳したものです。
石見先 生か ら、こ こにつ いて、 WHO報告書 を参考 文献と して引 用し ました という こと
で、4行目の最後に「（参照3）」と追加をいただい てございます 。
8行目から が「 1」 ～「 7」の 具体的 な分類で ござい ます。下 線を引 いたと ころのみ 、梅
村班報告書から修正をさせていただきました。
「 1」に つきま しては 、続発 症のな い生化 学的変 化を「 続発症 を伴わ ない」 とさせ てい
ただいてはどうかと思っております。
「 2」に つきま しては 、続発 症不明 な生化 学的変 化を「 既知の 続発症 を伴わ ない生 化学
的変化」とさせて いただいたと ころですけれ ども、それら を含め、文 案全体につい て、修
正の御意見等を伺えればと思います。
なお、石見先生 からは、続発 症という言葉 は「後遺症」 という言葉 としたほうが 一般的
ではないでしょう かという御意 見をいただい ております。 ワーキング グループとし て、こ
の修正案について御検討をお願いいたします。
次の論点です。40ページの 1行 目の下の四角 囲みですけれ ども、ヒトにおけ る影響の「 1」
～「7」の分類の うち、「3」以 上を有害影響 と判断すると いう梅村班 報告書の方針 のまま
とさせていただいておりますが、ワーキンググループとして御審議をお 願いいたし ます。
石見先生からは、本 方針「 3」以上とする 内容は、WHO報告書と同 様であるとい うこと
を明記してはどう かという御意 見をいただき ましたので、 事務局から の提案として 、その
御意 見を 踏ま えま して 、例 えば 、39ペ ージ の波 線の とこ ろで すけ れど も、 「そ の結 果、
WHO（参照 3）と同様に」と いうような文 言を追加す ることも考え られますが、よ りよい
修正案について御検討をお願いいたします。
41ページ を御覧くださ い。なお、前回のワー キンググルー プでは、柴田先生、吉 田先生
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を初めとして、各 先生方から次 のような御意 見をいただい ております ので、ここに 書いて
いる記載内容と同 じかもしれま せんけれども 、本日も後ほ ど御意見を伺 えればと存じ ます。
41ペ ージの 1行目 の下の四 角囲みで す。こ の分類の 「1」～「 7」 につきま して、梅 村班
報告書においても 、各カテゴリ ーの具体的な 例を示したほ うがよいと いう意見があ ったと
いう記載がありま した。それを 踏まえて、前 回のワーキン ググループ で、その具体 例につ
いて先生方に伺っ たところです けれども、松 井先生から御 意見をいた だいておりま す。こ
の指針案の中にその具体例を記載するかどうか、御検討をお願いいたし ます。
42ペ ージで す。 1行目 の下に 小さい文 字がご ざいま す。この 指針案 の資料 の中の「 （参
考）」として小さ な文字で記載 している四角 囲みがござい ますけれど も、これは梅 村班報
告書の抜粋ですと か、他の指針 の抜粋、また 、前のワーキ ンググルー プで議論済み と思わ
れる議論の内容を参考情報として載せているものでございます。
続きまして、ヒトにお ける知見の「（ 2）」です。43ページ の2行目になり ます。「（2）
エビデンステーブ ルの作成等（ A～ Cの分 類）」となってございま す。ここの記載で すけれ
ども、元の梅村班 報告書から記 載内容の意味 を変えないよ うに文言の 修正をさせて いただ
きました。具体的 には一部を箇 条書きとさせ ていただきま した。全体 的にですけれ ども、
このような記載内 容でよろしい かどうか。元 に戻したほう がよいとい う御意見もあ るかも
しれません、御検討をお願いいたします。
44ペ ージのと ころで斜 体の数字 「 1 」、「 2」 、「 3」と 振らせて いただき ました。 これ
は最終的には指針 からは消える ものですけれ ども、今回御 議論をいた だきやすいよ うにと
いうことで目印として、付けさせていただきました。
「 1」は 「調査 のエン ドポイ ント」 と書い てござ います 。ここ につき まして は、前 回の
ワーキンググルー プで「 2」と「 3」のように 修正してはど うかという 御意見を踏ま えて修
正した案を示して おります。伊 吹先生と祖父 江先生からの 御意見をそ れぞれ踏まえ て、こ
のように 修正を させて いただ いたの ですけ れども 、今回 また伊 吹先生 から「 1 」のと ころ
につきまして、修正してはどうかという御意見をいただきました。
具体的には、10行目の「調査のエン ドポイント」と11行 目の文言に 関係するので すけれ
ども、「調査のエ ンドポイント 」の後に、そ の次のポツの 「摂取と反 応の関係」云 々、括
弧した「選択した エンドポイン ト」云々とあ ります。その 括弧した「 選択したエン ドポイ
ント」云々のところを そのポツでは なくて、その 1つ上 の「 1」のポ ツ「調査のエン ドポイ
ント」の後ろに持 ってきてはど うかという御 意見です。そ のようにさ せていただい たほう
がよろしいかどうかを御議論いただければと思います。
また、 「 4」で すけれ ども、 前回の ワーキ ンググ ループ におき まして 、事務 局から エビ
デンステーブルの 作成と症例報 告について、 症例報告はエ ビデンステ ーブルには掲 載しな
いけれども、評価 には用いると いうことがわ かりやすいよ うに記載内 容を検討させ ていた
だきますというこ とになってお りましたので 、今回検討し た結果、こ のような文章 案にさ
せていただいてご ざいます。こ のような記載 でよろしいか どうか御検 討をお願いい たしま
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す。
「 5」で ござい ます。 ここは もとの 記載は バイア スを考 慮した 試験デ ザイン となっ てお
りましたけれども 、祖父江先生 から「偶然性 、バイアス、 交絡因子を 適切に制御し た試験
デザイン」とした ほうがよいの ではないかと いう御意見が ございまし たので、その ように
させていただいてございます。
なお、「A」 の初めにその 修正をさせて いただいた のですけれど も、「B」 と「 C」につ
いてもバイアスと いう言葉が出 てきますので 、同じように バイアスを 偶然性、バイ アス、
交絡因子と修正を したほうがよ いのかどうか というところ も御議論を いただきたい と思い
ます。
その次の行で 、
「 有効である研 究」と いう言葉につ いて、祖父江先生 の御意見を踏 まえ、
「正しく評価された研究」とさせていただきました。
その後 に「研 究：」 がある のです けれど も、「 7 」のと ころで 、日本 語とし ては「 ：」
は余り使わ ないの かなと 思いまし たので 、例え ばという ことで 48ペ ージの 1行目の下 の四
角囲みで「結果が 正しく評価さ れた研究であ り、次のよう な特徴があ る。」という 文言を
補ってはどうでし ょうかという 提案をさせて いただいてご ざいます。 ここも後ほど 御議論
をお願いしたいと存じます。
次に「 8 」です けれど も、「 明白な バイア スがな い」に つきま しては 、梅村 班報告 書に
は記載が なか ったの ですけ れども 、WHOの文 献に記 載がご ざいま した ので、 箇条書 きの
一つとして追加を させていただ きました。記 載するかどう かというこ とにつきまし て、御
検討をお願いいたします。
その次です。「 A」～「 C」の 分類における 具体的な研究 の例を前回 のワーキング グルー
プで先生方に伺い 、49ページにあり ますように 、松井先生 から具体的 な例をいただ いたと
ころですけれども 、その例をこ の指針案の中 に記載するか どうかとい う点について 御議論
をお願いいたします。
続きまして、ヒトにお ける知見の最 後の「（3）」になります。 51ページの 2行目 からに
なります。梅村班 報告書から下 線部のところ についてだけ 修正をさせ ていただいて ござい
ます。
まず1つ目の「 1」です。「困難で ある場合もあ る」を「困難であ る場合が多い」 として
はどうかという祖父江先生からの御意見を反映させていただきました。
波線部です。こ こも「また、 研究デザイン や」のところ の文章です けれども、そ この記
述について、意図 をもう少しは っきりさせて はどうかとい う御意見が 祖父江先生か らござ
いましたので、例えばと いうことで事 務局から 51ページの 下の四角囲 みで提案をさ せてい
ただきました。これに限らず、よりよい修正案につきまして御検討をお 願いいたし ます。
次に「 3」と「 4」のと ころです。前回 のワーキング グループを踏 まえまして、事 務局に
て文言を追加させ ていただきま した。「原則 として」と「 摂取量の分 布等を考慮し 」とい
うところです。摂 取量の分布は 高用量側にテ ーリングをす ることが多 いということ で、分
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布等を考慮する必 要があるとい うことでした ので、「摂取 量の分布等 を考慮し」と いう文
言を追加さ せてい ただき、 また、 HOIとして は1%、 5%に限 らないほ うがい いのでは ない
かという 御意見 もござ いまし たので 、「 3」 で「原 則とし て」い う文言 を追加 させて いた
だいたということ でございます 。ここにつき ましても、こ のような書 き方でよろし いかど
うか御検討をお願いいたします。
ヒトにおける知 見につきまし ては、53ページ までになりま す。よろ しくお願いい たしま
す。
○頭金座長

それ では、 まず 38ペー ジの「第 2

安全 性に係る 知見」 から御 議論をい ただ

きたいと 思いま す。ヒ トにお ける知 見です が、前 回、第 4回まで の案は 体内動 態試験 、毒
性試験、ヒトにお ける知見とい う順番で記載 がされていた わけですけ れども、今回 、事務
局からこの順番を 入れかえて、 ヒトにおける 知見、体内動 態、毒性試 験という順番 に変え
てはどうかという ような御提案 がありました 。本日御欠席 の石見先生 からは、体内 動態に
ついて承知してか らヒトにおけ る知見とした ほうが理解し やすいので はないかとい うよう
な御意見もいただいておりますが、他の先生方はいかがでしょうか。
重要度からいう と、この栄養 成分関連の添 加物について は、ヒトに おける知見が より重
視される という ことで はある とは思 います ので「 1」に持 ってき てはど うかと いう提 案で
ございますが、いかがでしょうか。
吉田先生、どうぞ。
○吉田専門委員

どなたも御意 見を言われな いようなので 。私は石見 先生の言われ る、他

のものと同じような順番でいいと思います。
○頭金座長

毒性試験を先に持っていったほうがいいのではないかということです ね。

○吉田専門委員
○頭金座長

はい。

他はいかがでしょうか。どうぞ。

○梅村専門委員

多分その体内 動態というか 、毒性試験に ついては動 物の毒性試験 という

意味なのですよね。
○頭金座長

そうですね。毒性試験は動物実験データですね。

○梅村専門委員

動物のデータ なので、ほと んど評価のと きに考慮さ れないから、 それを

頭に持ってくるよ りは、という のが多分、事 務局の意図な のだろうと は思います。 石見先
生の御意見は、毒 性について承 知してから、 ヒトにおける 知見とした ほうがよいの ではな
いかという御意見 だったと、こ こに記載され ていますけれ ども、承知 しないのです よね。
動物における毒性 情報はほとん ど使われない ということな のですよね。違うのでしょ うか。
○高須専門委員

動物のデータ は多分かなり 限定的になる のではない かと。少なく とも大

原則として、ヒト の知見を重視 していくとい うことである という印象 は、動物は参 考にす
るとかいうことは 当然あるにせ よ、動物がメ インになって くるという ことはないと は思い
ます。
○吉田専門委員

要するに具体 的な数値を決 めるときには 余り使わな いけれども、 ヒトの
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知見云々と言いま しても、全く 突拍子もない ようなことが 書いてある ケースだって あるわ
けで、やはり前段 の動物におけ るいろいろな 知見があって 、それと整 合するような 何らか
の報告があるとい うものを採用 するのであろ うと思います ので、最初 にまずメカニ ズム的
な、あるいは毒性 的なことをき ちんと書いて おいてから、 ヒトではこ うですよとい うよう
な形に普通はするのではないかと思います。
先にヒトの知見 を書いてしま うと、後ろの ものはどこま で何を書く のでしょうか という
ような。要は食品 安全委員会と しては、まず は一般的ない ろいろな毒 性の情報をき っちり
書いてから、その 後、具体的な 数値を定める のに必要なも のを述べら れていくとい うよう
な手順であったか のように思い ますので、余 り栄養成分だ からと言っ て、ヒトにお ける知
見を前に出すという必要はないように私は思います。
○頭金座長

ありがとうございます。

いかがでしょうか。どうぞ。
○伊吹専 門委員

1つ教 えてい ただき たいの ですけ れども 、体内 動態と いうの はヒト での

体内動態なのです か。動物も含 むのですか。 もしヒトだと 、例えば、 最初の案はヒ ト、動
物、ヒトとなって しまうと思う のですけれど も、体内動態 というのは ヒトなのか動 物なの
かを教えてください。
○頭金座長

54ページ に「 2

体内動態 」とい うとこ ろがあり ます。 ここに 書いてあ りま

すように「実験動 物の栄養要求 性や吸収性は ヒトと異なる 場合がある ことから、原 則とし
て、ヒトにおける 体内動態を検 討した知見を 重視する。し かし、ヒト における体内 動態の
知見が十分に得ら れない場合は 、各栄養成分 に関してヒト の体内動態 を予測するの に適し
た科学的根拠のあ る実験動物種 の知見 、あるいはヒ ト培養細胞等 の in vitroの系の知 見を用
いてヒトでの体内動態を予測する」という位置づけになっています。
○伊吹専門委員

私の理解のし やすさとすれ ば、あらかじ めベーシッ クな知見を出 してお

いて、最終的にヒトではこうですよという並びのほうがわかりやすいか なと感じま す。
○頭金座長

とい うと、体内動 態試験と毒性 試験を前に出 したほうが いいのではな いかと

いう御意見ですね 。今は従来の 順番どおりに 、体内動態試 験、毒性試 験の後にヒト におけ
る知見のほうがよ ろしいのでは ないかという ような意見が 多いようで すけれども、 そうい
うことでよろしいでしょうか。
○梅村専門委員

つまり、それ は今までもも ちろんそうで 、今までは 動物のデータ があっ

て、ヒトの知見が 最後に来て、 もちろんヒト における知見 で評価を結 果として使う 場合は
もちろんあったわ けです。今ま でもあったと 思うのですけ れども、そ うではないの だとい
うのが、この栄養 成分の評価の 大きな違いで 、動物のデー タは参考に しか使わない のだと
いうことを強調す るというか、 方向性という か、この評価 の考え方が 今までの添加 物とは
違うのだというこ とを強く全面 に出した評価 方法だという ところをで きるだけ強調 したい
という狙いがある と思います。 その動物のデ ータに対して 、それがヒ トの知見への 情報の
補佐にはほとんど ならないと極 端に言ってし まえば、実験 動物で出て きた毒性メカ ニズム
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も体内動態もほと んど役には立 たないのだと いう前提で評 価をしてい くというのが 、この
栄養成分の全く今 までの添加物 との違いであ る革新的なや り方なので 、そこが強調 される
ほうがいいのでは ないかと考え て、この順番 のほうがいい のではない かというのが 私の意
見です。もちろん 多くの先生方 が、それは今 までも添加物 は確かにそ ういう動物の 基礎情
報を先に出してい たのは、もちろ んそういう 意味であった のはよくわか るのですけれ ども、
何しろ栄養成分で の評価は今ま での添加物と は全く異なる のだという ところを強く 意識し
た書きぶりではどうですかと。
○祖父江専門委員

ただ、体内 動態のデータ は動物ではな く、栄養成 分に関しては ヒトで

多く得られるので はないですか 。そうすると 今の趣旨で行 くと、特に ヒトにおける 体内動
態が最初に来て、 ヒトにおける 知見で、最後 に毒性試験と いうほうが よろしいので はない
ですか。
○梅村専門委員
○頭金座長

私もそれはそうだと思います。

体内 動態も動物を 使ったり 、in vitroの系でヒ トでの体内 動態を予測す るとい

うような位置づけ かとは思うの ですけれども 、そのほかに 御意見があ りましたらお 願いし
ます。祖父江先生から は、体内動態を 1番目 にして、2番目にヒト での知見、動物の 毒性試
験を3番目という御意見だと思います。
○吉田専門委員

毒性試験のこ とが全く役に 立たないと、 そこまでは 思っていない だけな

のですけれども、 順番ですから 、それほどこ こでこだわっ ても仕方が ないかなとい う気は
しています。
○頭金座長

どうぞ。

○山添委員

客観 的に言うと、 確かに栄養の ものについて は、ヒトの データでほと んどこ

れまでも判断して きているとい うのは事実だ と思います。 動物実験と ヒトで体内動 態の使
い方の違いは実際 の摂取レベル におけるヒト の体内での動 きがヒトの 体内動態のデ ータで、
動物実験での体内 動態は毒性を 示すときに、 それがヒトと 動物、用量 の差でどの程 度違う
のかとうことを知 るための体内 動態です。だ から、体内動 態の試験と 言っても動物 実験の
場合とヒトの場合 とでは、実は 濃度とかでか なり違うデー タを体内動 態と一緒くた に入れ
ているのが実際の事実です。
それぞれの過程 のデータを評 価するために 動物実験の結 果は適用で きるのか。多 くの場
合はそのものは適 用できないと するから、ヒ トのデータで いきましょ うという形で 判断し
てきている。栄養 物は当然その レンジがあっ て、それ以上 は使わない ということが 前提に
なって上限が決ま るわけです。 そこのところ が違っている ということ から、動態の 扱いを
含めて考えた上で 、ヒトのデー タが重視され るということ になってい るのだろうと 思うの
です。それはどちらで書いても書けないことはないとは思います。
ただ、物 質によっ て、実は 栄養物で あっても 、例え ば、ビタ ミン Kである とか、あ あい
う脂溶性の物質に なった場合に は、多分動物 の実験から、 それがヒト へも同じよう に行く
だろうと使えます という形で従 来のやり方の ほうがやりや すいだろう し、例えば、 セレン
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であるとか、いろ いろなものの データの場合 は、ヒトのデ ータのほう が実際にほと んど使
うし、動物実験は 使えないとい うようなこと になってくる と、ヒトの データでほと んど説
明ができるので、 動物実験は省 略とは言いま せんけれども 、矛盾はし ないねという ことで
サポートになると いうことがあ るので、そこ のところを全 部を入れか えるのがいい のか、
従来どおりでまずいのか。その辺のところも含めて御判断をいただけれ ばと思いま す。
○頭金座長

それ では、ヒトでの 知見と体内 動態と毒性試 験それぞれを 一度議論した 後に、

順番をもう一度考 え直すという ようにさせて いただいても よろしいで すか。これは 書き方
の話だと思います ので、内容を 議論せずにど れを前に持っ てくるかと いうのも、な かなか
議論がかみ合わな いのかなと思 いますので、 後で議論する ということ にさせていた だきた
いと思います。
それでは、39ページの 1～ 5行 目までが、今 回、事務局か ら新しく追 加されている のです
けれども 、石見 先生か らは 5行 目下の 四角囲 みで御 意見を いただ いてお ります 。ほか の先
生方から、39ペー ジの 1～ 5行目までの 追加された文 章に関しまし て、御意見があれ ばお願
いしたいと思います。
祖父江先生、どうぞ。
○祖父江専門委員

これは原文 だと「 within the causal pathway of an adverse health

effect」 とい うのが あるの ですけ れども 、それ は余り 訳さ れてい ないで すね。 これは もの
すごく重要だと思 うのですけれ ども、要は単 なる生化学的 変化をとっ てもしようが ないわ
けでcausal changeあるからこ そとるわけで すね。これも含 めて訳した ほうがいいと 私は思
います。
○頭金座長

修正 案としては、この WHOの原文 の2行目の「within the causal pathway of

an adverse health effect」という ところですか 。
○祖父江専門委員

そうですね 。ですから、 機能的に重要 ではない生 化学的影響か らの前

に、その一連の因 果関係の中で のとか、日本 語に対応する ものをつけ たほうがいい と思い
ます。
○頭金座長

どうぞ。

○後藤 評価専 門官

確か に祖 父江先 生の おっし ゃる とおり 、そ この「 within the causal

pathway of an adverse health effect」のと ころは日本語 には反映し ていないので すけれ
ども、今いただい た御意見を踏 まえまして、 そこに対応す る日本語訳 を祖父江先生 と御相
談させていただいて、新しく追加をさせていただければと思っておりま す。
○頭金座長

わか りました。そこのとこ ろは祖父江先 生と相談して 、この 1行目 か2行目く

らいに追加の文章の案を作ってください。それでよろしいでしょうか。
それでは、 39ペー ジの 8～ 15行目ま で「 1」～「 7」 の分類が あります。 ここにつき まし
て、文言の修正が 幾つかされて いるのですけ れども、前回 の会合に基 づいて修正が なされ
ております。17～21行 目まで波線の 部分も修正さ れております けれども、まず「 1」～「 7」
の下線部については特に問題はないでしょうか。
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今 の「1」～「 7」で、こ れは言葉の使 い方、感じ方の 問題なのです けれど

○佐藤委員長

も、「続発症」と いうのが、私 にとっては何 か非常に強い 言葉のよう な気がして、 本当に
これは続発症でい いのかなとい う感じがする のです。英語 は「 adverse sequelae」 という
ようなことが書い てあって、続 発症と言うと 、もうちょっ と何かちゃ んとした病気 という
か、そういう感じがす るのです。「 1」の場合 には続発症を 伴わないだ からいいのか もしれ
ないですけれども、「2」もそうですが、続発症という言葉の 使い方はどう ですか。
○頭金座長

石見 先生からは、 続発症は後遺 症としたほう が一般的で はないでしょ うかと

御意見が事前にありました。○佐藤委員長
○頭金座長

後遺症は全然違うと思います。

この 続発症という 言葉に関して 、何か御意見 がありまし たらお願いし たいと

思います。続発症は医学用語なのですか。
○祖父江専門委員
○佐藤委員長

何かから派生する、違う症状ですね。

病 気の進展具合 か何かで、臨 床的にはよく 使うと思い ます。恐らく 、要す

るに生体にとって 有害な影響が ないというこ とを言ってい るわけです よね。その程 度の言
葉でもいいのかなという感じがしているのです。
○頭金座長

投与 した後に何ら かの有害反応 に関連する生 化学的な変 化というよう な意図

かと思います。
○横田専門委員

質問ですけれ ども、要する にこの栄養素 を意図した 以外の反応の ことを

続発症とくくって いると捉えて よろしいです か。薬理学で いうような 副反応、副作 用みた
いな、それとは違うのですか。
○佐藤委員長
○山添委員

それは違うと思います。
多分 、今、横田先 生がおっしゃ ったことでは なくて、今 日の論文のと ころに

先ほど祖父江先生 から訳が抜け ているとおっ しゃったとこ ろに関係す るのだと思う のです
けれども、「causal pathway」と書いてあり ますので、訳文は結 局、栄養物を大量 に摂取
した後に起こるで あろうと想定 されることに よる有害事象 ということ ですよね。そ の結果
として、後で起き るイベントそ のものを全部 「sequelae」 という形で 書いているの ではな
いかと思います。
○梅村専 門委員

恐ら くこの adverseの ところ をどう 訳すか とい うこと だった と思い ます。

それが続発という 言葉となった のかもしれな いですけれど も、今までだ とadverse effects
では有害 影響と か毒性 影響と か訳し ていま すよ ね。 adverseとい う言葉 を日本 語で訳 すの
は非常に難しいのかなとは思うのですけれども。
○山添委員

一応、医 薬品は有害 事象と訳して いるので、特に ここで「causal pathway of

an adverse health effects」と 書いてあるの で、栄養物を 大量に摂取 した場合に起 きるで
あろうと想定され る有害事象の うち、あとは 伴うのか伴わ ないのかと いうことで分 類がき
ているのではないかと思います。
○頭金座長

どうぞ。

○松井専門委員

正確かどうか はわかりませ んけれども 、依頼があ りましたので 、42ペー
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ジに例を挙げています。
○頭金座長

これ はまた後で御 議論をいただ こうとは思う のですけれ ども、これを 見なが

らということですか。
○松井専門委員

これを見なが ら考えたほう が考えやすい のかなと思 うのです。特 に続発

症というの は「 3」 のところ で議論 をしてい ると思 いますけ れども 、赤血球 SOD活性 が低
下した。これは多 分悪いことな のです。けれ ども、それで 具体的にど のような健康 被害が
が起こっているか はわからない 。そういうよ うなことを示 しているの ですね。こう いうこ
とだと思うのです。
○梅村専門委員

ここのところ も多分、それ を毒性学的に 意義がある と判断したと いうと

ころなので、有害 事象ではだめ ですか。有害 事象を伴わな い。例えば 、さっきに戻 ると、
恒常性の範囲内で有害事象を伴わない生化学的変化というのではだめな のでしょう か。
○山添委員

たし かそのときの 議論がもし間 違っていなけ れば、例えば、「血漿中 のSOD

まで影響したら実 際に健康影響 は出るかもし れないね。こ こでは血漿 は出ていなく て、血
球の中だけだよね 。だけれども 、鋭敏なイン ディケーター としては、 これを使えば 、ちゃ
んとチェックはで きるよね。」 というので使 ったと思うの です。それ が有害事象ま で行っ
ているのか行って いないのか。そ このところ が微妙な判断 だったように 思いますけれ ども、
松井先生、違っていましたか。
○松井専門委員

自分で書いて いて忘れてし まい申しわけ ありませんが 、確かに、SODが

低下すること自体 は抗酸化能が 低下している ということで すから、何 らかの悪影響 がある
可能性はあるということですよね。ですから、私はこれを「3」にしていま す。
○頭金座長

どうぞ。
今の話 で言うと 、 39ペー ジの上 の四角の 中でWHOの英 語の本 文があ るの

○佐藤委 員長

で す け れ ど も 、 2行 目 の 真 ん 中 く ら い か ら 「 adverse health effects can range from
biochemical effects without functional significance」で「（ e.g. certain changes in enzym e
activity）」と いうのは今の SODの話ですよ ね。それから 「to clinical effects that signify
irreversible im pairm ent」まで含むと いうような ことを書いて あって 、非常に広く とって
いるのだと思うの です。そうい う意味では、 有害な事象に つながるよ うな影響みた いな、
そういう言葉でも いいのかなと いう感じはす るのです。こ れはかなり 幅広くとって いて、
松井先生が挙げられた例も多分かなり幅が広いですよね。
○頭金座長

吉田先生、どうぞ。

○吉田専門委員

佐藤先生がお っしゃってい るのと同じよ うなことな のですが、要 はここ

で言っておられる のは、このと きには有害事 象が起こって いないのだ けれども、こ の後に
起こるかもしれな いという、恐ら くこれはそ れくらいのニ ュアンスなの ですよね。だ から、
将来にわたっても 有害事象が認 められないと いうことなの だろうと思 いますが、そ れをう
まく日本 語に落 とし込 めるの かなと いうの が難し いなと 私は思 いまし た。「 1」のと ころ
だったら、将来に わたってもと いうような形 容詞を、修飾 語をつけた らいけるかな と思う
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のですが 、「 2」 の文章 になる と、さ らにそ の前に 「既知 の」が ついて います ので、 何だ
かもうわけのわか らない日本語 になってしま うなと。これ は翻訳が非 常に難しいな と思い
ます。
○頭金座長

どうぞ。

○髙橋課長補佐

今のご議論を 踏まえて文言 を修正するこ とと承りま したので、難 しい案

文ではございます が、事務局の ほうで引き取 らせていただ き、また関 係の先生に御 相談さ
せていただくことでもよろしいでしょうか。
○頭金座長

恐ら く多くの先生 方は、大体同 じニュアンス をお持ちに なったのでは ないか

と思います。すな わち、それ自 体が有害事象 と言い切って いいかどう かはわからな いけれ
ども、有害事象に つながるよう なイベントを 伴わない生化 学的変化と いうことだと 思いま
す。この点につき ましては日本 語の問題もあ ると思います ので、事務 局で関連の先 生方と
御相談をして練っていただきたいと思いますけれども、それでよろしい でしょうか 。
それでは、次のところ で17～ 19行目 まで波線の箇 所に進みたい と思います。ここ も今の
議論に関 連して くるの ですか ね。こ こは「 3」をと ればい いかど うかと いう話 ですね 。こ
の「3」以 上を ADI設定のための 有害事象とす るということ なのですけ れども、前回 の調査
会でもいろいろ御 議論をしてい ただきました 。本日、参加 の先生だと 、吉田先生、 松井先
生から前 回も御 意見を いただ いてい るよう です。 「 3」の 「過剰 による 有害影 響の可 能性
を示すバイオマー カーによって 表わされる恒 常性の範囲外 の生化学的 変化」以上を 有害影
響と判断するというような記載になっています。
○梅村専 門委 員

石 見先生 から、 この前 に「 WHOと 同様に 」とい う言 葉を入 れたら どう

かという御提案だったような気がします。
○頭金座 長

そうで すね。 WHOと 同じ 立場を とると いうこ とを入 れて はどう かとい うこ

とです。
○吉田専門委員

石見先生は HOIのときも同様 の趣旨のこ とをおっしゃ っておられ たので

すね。恐 らく 、ここ で勝手 に全部 判断し てい るので はなく て、大 もとに WHOの判断 があ
るのだよというこ とを折に触れ て述べておい たほうがいい のではあり ませんかとい う御意
見だろうと思いま す。それをそ の都度その都 度に書いてい くのか、あ るいは一番最 初のと
ころにWHOの 報告書 も踏ま えてと いう 書きぶ りだけ で収め てしま うの か。恐 らくそ この
ところの判断だと思います。
○頭金座 長

ありが とうご ざいま す。こ こに 書くか 、全体 として WHOの指針 に整合 して

いますよという話ですね。
○吉田専門委員

そういうこと ですよね。だ から、それは どちらにさ れるか。私は どちら

でもいいように思います。
○頭金座長

いず れにしても、 WHOの考え に従って決め ているのだと いうようなこ とで、

「3」でよろしいですか。
○吉田専門委員

はい。
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○頭金座長

ほかはいかがでしょうか。

○松井専門委員

前回議論があ りましたよう に、「 2」でも ADI設定の 根拠として使 えると

いうことをちゃん と明記してあ りますので、 これで問題な いとは思い ます。場合に よって
は「2」を有害影響とすることもできる。ここが書いてあるこ とが重要だと 思います。
○頭金座 長

波 線の後 ろに「 2」もと っても いいよ という ことは 書いて あるの で、そ の結

果、「3」以上の 変化を ADI設定のため の有害影響と する。しかし、十 分な情報がな い場合
は「2」を ADIの設 定のための有 害影響とする ことができる というよう な記載でよろ しいで
すか。
そうし ます と、WHOと同 様にと いう ことを ここで は一応 入れる とい うこと にして 、ほ
かでもあったら一括して書くということでよろしいですか。
○吉田専門委員
○頭金座長

はい。

では 、石見 先生の意 見をと りまし て、 40ページ の 2つ目 の四角 囲みの下 のほ

うに鍵括 弧で書 いていま すけれ ども、 「その 結果、 WHO（ 参照 3） と同様に 、 3（過 剰に
よる有害影響の可 能性を示すバ イオマーカー によって表わ される恒常 性の範囲外の 生化学
的変化）以上の変化 を ADI設 定のための有 害影響とする。」ということ でよろしいで すか。
どうぞ。
○関野評 価第 一課長

基本 的にど こかで WHOと整合 がとれ ている こと を入れ るとい う御

意見だったと思い ます。今 、座長にま とめていただ いたのは 40ページ の一番下のと ころの
文章をそのままと いうことだと 思いますが、 全体の見返し をさせてい ただいて、ど こが一
番座りがいいか、 こちらとして も考えたいと 思います。ど こかメッセ ージが伝わる ような
ところで書き改めて、また次回に見ていただこうと思います。
○頭金座 長

吉田先 生のお っしゃ ったよ うな ことで 、WHO云々を どこ に入れ るかは 別途

検討させていただ きたいと思い ます。それで よろしいでし ょうか。あり がとうござい ます。
それでは、39ペ ージの 21行目まで終 わったのです が、先ほど松井先 生のほうから お話が
ありましたけれど も、この分類の「 1」～「 7」について具 体的な例を 示したほうが いいの
ではないかという ことで、松井先生の ほうから 42ページの 四角囲みの中 で「 1」～「 7」に
ついての具体的な 例を御提示い ただきました 。先ほど松井 先生のほう から少し御説 明をい
ただいたのですが、「3」以外のところも御説明をいただけれ ばと思います 。
○松井専 門委員

私が 書いた のは「 4」まで ですけ れども 、これ は今ま で食品 安全委 員会

で審議されていた ものです 。続発症はま た議論する 必要がありま すけれども 、まず「 1

恒

常性範囲内で続発 症のない生化 学的変化」は 、ここに書い てあります ように、かつ て硫酸
亜鉛の評価を行っ たときに、血 清中コルチゾ ール濃度が低 下した。こ れを検討する 際、対
照群との間に差が 認められない ということが ありますので 、このよう な恒常性範囲 内で悪
いことがないだろう生化学的変化という例で挙げさせていただいていま す。
その次 が「 2」 ですが 、これ も硫酸 亜鉛過 剰によ る血清 中亜鉛 濃度の 上昇が 議論さ れて
おります。この場 合も具体的な 毒性の指標に なるかどうか はわからな いという議論 だった
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と思います。
「3」が先ほど申しましたSODの活 性の低下で す。
「 4」が マグネ シウム 過剰に よる下 痢です 。この 下痢は 吸収さ れなか ったマ グネシ ウム
が大腸に到達して 、そこで浸透 圧が高まって 起こる下痢で 、これはマ グネシウム過 剰食を
やめると すぐに 直りま すので 、「 4

軽度で 可逆的 な変化 を示す 臨床的 徴候ま たは症 状」

ということで入れさせていただいています。
「 5」、「 6」、「 7」 は私で はわか らないの で、こ のままに してお ります が、先ほ どち
ょうど議論があり ましたように、こ の「1」、「 2」、「 3」、「4」、「 5」、「6」、「 7」
が具体的にどうい うものかが理 解しにくいの で、こういう ような具体 例を挙げてお いたほ
うがいいのかなと 考えます。た だ、これはか なりボリュー ムが多くな りますので、 指針と
して、入れられる のかどうか。 もし指針の説 明みたいなも のがどこか にあるのでし たら、
その中にこういう ものを入れ込 んでいくのが よろしいかと 思います。 ちょっとボリ ューム
が多過ぎます。
以上です。
○頭金座長

ありがとうございます。

まず、指針の中 にこれだけの ものを脚注と して入れるか どうかとい う問題があり ます。
入れるとした場合 に、松井先生から「 1」～「 4」までにつ いては具体 的な例を御提 示いた
だいたのですけれ ども、これがそれ ぞれ「1」 ～「4」のク ライテリア に合致してい るかど
うかということが 問題かとは思 うのですが、 何か御意見が あれば、お 願いしたいと 思いま
す。
この指針に関しての説明文書をつくる予定はないですよね。
○髙橋課長補佐

現在のところ 、指針以上に さらに解説的 な文書を作 成する予定は ござい

ませんが、関係者 の方には、議 事録や本日議 論に使ってい ただいてい る資料をご覧 いただ
きたいと考えております。
○関野評価第一課 長

追加です 。それととも に、指針に直 接書くのは 我々も松井先 生と同

様にイメージとし ては持ってい ないのですが、あ る程度それ ぞれの「 1」～「7」に 該当す
るものが具体的に 挙がれば、個 々の評価をワ ーキンググル ープで行う 際にも、この 議論さ
れた部分をそのま ま机上配布の ような形で用 意して、どれ に当たるか と言った評価 を行う
際の参考になると いう使い方も あると思って いますので、 むしろそう いう形で有効 利用を
させていただきたいと思っております。
○頭金座長

ありがとうございます。

脚注の中に入れ るのはバラン ス的にちょっ と大きいとい うことです けれども、本 日ここ
で議論している内 容が記録とし ては残って、 今後の参考に してはどう かという御提 案かと
は思うのですが、どうぞ。
○佐藤委員長

指 針にアペンデ ィックスはつ かないのです か。アペン ディックスみ たいな

形にして、多分 1枚か 2枚に収ま るものだから、それ でつけておい ていただい たほうが、議
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事録を振り返れとか何とかよりもいいのではないかと思います。
○頭金座長

どうぞ。

○関野評価第一課 長

アペンデ ィックスを指 針につけると いうことは 事務的にはで きると

思います。 ただ、 そうし ますと「 1」、「 2」 、「 3」 それぞれ の例示 が妥当 かどうか をも
う一度見たりとか、場 合によって、審 議していく際 に「1」が「 2」に ずれたりとか いうこ
とに対して、どう 対処していく かということ を考えますと 、先ほど申 し上げたよう に通常
の評価の際にその 都度用意をさ せていただい て、それと照 らし合わせ てみてどうか といっ
たことをここのワ ーキンググル ープの今後、 栄養成分に関 する評価を 行っていく際 の参照
のような形にするのが一番機動性もあって妥当かなと考えた次第です。
○頭金座長

議事 録に残すにし ても、松井先生か ら御提案が あった「 1」～「4」に ついて

妥当かどうかは議 論しないとい けないかとは 思うのですけ れども、書 式としてはど ういう
形が指針として適 当かというこ とになるとは 思います。今 日はとりあ えず、松井先 生の「 1」
～「4」が妥当かどうかの議論をさせていただくということで よろしいです か。
○山添委員

何かで残すということでしょう。

○頭金座長

はい。何らかの形では残すということです。

○関野評価第一課 長

先ほど申 し上げたのは 、その中身の 妥当性の詰 めた議論をし てしま

うと指針の審議を する時間がな くなってしま うと言ったら おかしいで すけれども、 ほかの
ところを優先して いただいたほ うがいいと思 っていまして 、むしろそ の妥当性は個 々のこ
れから栄養成分の ワーキンググ ループで一つ 一つの評価を 行っていく 際に、ある程 度、こ
の松井先生から御 提案いただい た内容が今の 段階で明らか に該当する 場所が違うと いうこ
とでなければ、その 都度の評価の 際に参照し ていくという 扱いでいかが かと思ってい ます。
ですので、本日のワー キンググル ープにおいて は、それぞれの例 示の「 1」～「7」 に対す
る妥当性といった ところの審議 は必要に応じ て、次回以降 ということ でもいいのか なと思
っております。
○頭金座長

では 、明らかにこ こは違うので はないかとい うところが あったら、お 願いし

ます。私が見る限 り、特に大き な違いはない のかなと思い ますが、大 きな点での松 井先生
の「1」～「4」の例示に関して御意見がありました らお願いした いと思います 。
○吉田専 門委員

例示 はこれ でいい と思う のです が、「 1」は生 化学的 変化と はっき り書

いてある。ところ が評価書の最 後は、差はな いという言い 方にしてい るので、「試 験期間
を通して」の前に 、低下の程度 について、そ れは一時的な ものであり 、ということ を何か
入れておいたほう がいい。要は 、下がるとい う報告はある のだけれど も、トータル で見た
ら、差はないというような判断をしたと、たしかそういうことだったと 思います。
○松井専門委員

これは硫酸亜 鉛過剰を摂取 した被験者の 経時的な変 化を見ると、 摂取に

よって確かにコル チゾールは有 意に下がって いるけれども 、その下が っている範囲 が対照
群との範囲と結局 は統計的な差 がなかった。だから、群のみ を見ると確 かに下がって いる。
けれども、それは正 常な範囲内で あったとい うようなこと だったと私は 理解しており ます。
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○頭金座長

どうぞ。

○梅村専門委員

ここの部分は 硫酸亜鉛の評 価のときにも 、大きな議 論になったと 思うの

ですけれども、そもそ も「1」～「 7」に この変化が入 るのかどうか がある意味、評 価のと
きの一番重要なポ イントになる ので、それは そのときの議 論だと思う のです。そこ に具体
的な例示を挙げる のではなくて 、その時々に 本当にヒトで 出たこの変 化がどれに入 るのか
がある意味、エキ スパートの判 断になるのか と私は思って いたので、こ この「 1」～「 7」
に対する 具体 例をつ けずに WHOの 記載 をその まま写 したと いう背 景で す。ど れに入 るの
だろうかという議論は、ここで今する議論ではないような気がするので す。
○頭金座長

むしろ具体例を書かないほうがいいということですか。

○梅村専門委員

そこを議論す るのは評価の ときの話なの かなと思う のです。例え ば、今

まさにコルチゾー ルの濃度低下 をどう考えよ うかと、硫酸 亜鉛のとき にみんなで議 論した
のだと思うのです。それで松井先 生がおっし ゃったような 理解が正しい という結論に なり、
そう考え ると、 多分こ れはこ の「 1」 に入る だろう という のがそ のとき の評価 の結論 だっ
たような気がする のですけれど も、その評価 はそのときに やるべきも のであって、 指針の
文言に対する議論ではない気がするので、具体例を書かなかったという ことです。
○頭金座長

どうぞ。

○佐藤委員長

梅 村先生がおっ しゃることも ごもっともだ と思うし、さ っき課長が言 った、

余り外に出さない で自分たちの 手持ちにして おいたほうが いいという のも、評価の やり方
としては多分事実 だと思うので すね。ただ、それは 先ほどの「 1」～「 7」が比較的 わかり
やすく書ければ、 それでもいい と思うのです 。ところが、 読んですん なり理解でき るかど
うかは結構難しい ですですよね 。我々はここ で議論をして いるから、 まだいいので しょう
けれども、指針と して外に出し たときにわか っていただけ るのだった ら、私は別に 例示を
し な く て も い いと 思 い ます 。 だ け れど も 、 わ かっ て い た だけ な い の だと す る と 、
transparencyというか 、食安委が 何を考えてい るのかという 立場から言 うと、わか りやす
くするための例示 は必要ではな いかと。それ もちゃんとし た形での例 示が必要では ないか
と考えています。
ただ、それが先 の評価を縛っ てしまう恐れ があるという のが、多分 、梅村先生の 御意見
だと思うのです。 だとすれば、 今までの評価 書の中から拾 えるものく らいにしてお いても
仕方がないのかな と、そういう 感じがします 。世の中に出 したときに どう理解して いただ
けるかどうかというのも、我々としては重要な立場ではないかと思って おります。
○頭金座長

ありがとうございます。

例示した具体的 な品目の記載 が今後どのく らい実際の今 後に行われ る評価を拘束 するの
かという点につい て御意見をい ただきました 。個々の物質 ごとによっ て特性が違い ますの
で、原則として、 そのときのエ キスパートジ ャッジによっ て品目ごと に判断される べきも
のということについては、確認しておきたいと思います。
○梅村専門委員

そうですね。 例示するので あれば、きち んとどんな 条件だったの かとい
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うことが わかる ように してお かない と、吉 田先生 が御指 摘され たよう な 2行の 文章だ けが
残ってしまうと、 結果として、 今、松井先生 が丁寧に説明 していただ いたことがあ ったか
ら、これ を「 1」 に我々 は考え たわけ なので 、その 考察し た情報 全てを ちゃん と載せ ない
と、それこそ透明 性には当たら ないかとは思 います。そう なると、そ の書き方をど うする
かというのが事務 局に考えてい ただくことに なるのかはわ からないで すが、少なく とも普
通に脚注や何かで済ませられるような問題ではないですよね。
○頭金座長

どうぞ。

○関野評価第一課 長

イメージ としては、こ の指針ができ た後に実際 に個別の評価 を行っ

ていく段階 では当然 「1」、「 2」 、「 3」で 、例えば 「2」と「 3」 だという 判断がさ れて
きますから、それ は明らかにワ ーキンググル ープのきちん とした結果 としての軌跡 だと思
うのです。ただ、 既に評価が終 わったものを 後から見返し て、それが どれに該当す るかと
いうことを追いか けていくのは 結構大変な、 これもワーキ ングで事実 上一つ一つや ってい
ただかないといけ ない話になっ てきてしまい ますので、わ かりやすく というような 課題が
あるということは 一応承知の上 で、とりあえ ず指針として は例示なし にまとめてい ただく
方向で考えていた だいて、より わかりやすく するために補 うものとし て、過去の評 価結果
というものが 「1」、「 2」、 「3」、「 4」、 「5」、「 6」、 「 7」のどれ に当たるか とい
ったところは、必 要があれば、 改めてワーキ ンググループ でどこに該 当するかとい うこと
を、きちんと一つの評価としてやっていただかなければいけないかなと 思っていま す。
○頭金座長

ありがとうございます。

恐らくこれは載 せるにしても 、脚注では多 過ぎるという 話もあった のですけれど も、例
示する場合でも留 意して出して いかないとい けないという 御意見が梅 村先生と課長 のほう
からもあったわけ です。この点 につきまして は、本日は過 去の評価品 目を一個一個 、その
妥当性を 議論す る時間 もござ いませ んので 、記載 の仕方 という か、ど うやっ てこの 「 1」
～「 7」の 文章を 御理解 してい ただけ やすい ように 、この 指針の 中でど う位置 付ける かに
つきましては、後 でまた議論を していただけ ればと思いま すけれども 、それでよろ しいで
しょうか。一応こ ういう議論は したというこ とはちゃんと 議事録に載 せていただく という
ことで、次 に進み たいと 思います 。「（ 1）ヒトに おける 知見の 1～ 7の分類 」は以上 でよ
ろしいですか。
次は 43ペー ジの「 （ 2）エ ビデン ステー ブルの 作成等 （ A～ Cの分類 ）」につ いてで す。
事務局のほうから「知見の科学 的水準を A～ Cで評価し、エ ビデンステ ーブルを作成 して検
討する」というと ころで、まず 項目を箇条書 きにしたとい うところが あります。こ の箇条
書きにしたところ で、こういう 書き方がまず 、いいかどう かというこ と。それから 、箇条
書きにしたときに 44ペー ジの 10行目に「調査 のエンドポイ ント」が書か れています 。ここ
について、伊吹先生からコメントをいただいております。
まず箇条書きに しているとこ ろで、この箇 条書きの内容 でよろしい かどうか、抜 けてい
るところがないか どうかについ て御議論をい ただければと 思います。こ れは「 2」と「 3」
17

が追加されているのでしたよね。
○髙橋課長補佐

記載方法につ いては、梅村 班報告書の内 容を箇条書 きにさせてい ただい

ております 。また 、「 1」「 2 」「 3」 との番号 は、先 生方から 御意見 をいた だいた部 分で
ございま すので 、例え ば「 1」 であれ ば、伊 吹先生 の御意 見をも とに御 議論い ただき たい
ということでございます。
○頭金座長

わかりました。

では、 「 1」に つきま して、 「調査 のエン ドポイ ント」 につい て、伊 吹先生 から御 意見
をいただいているようですけど、御説明をいただければと思います。
○伊吹専門委員

ここは「調査 のエンドポイ ント」と書い てあるので すけれども、 その下

に「（選択したエ ンドポイント （バイオマー カー又は臨床 的に観察さ れる作用）の 妥当性
及び質的基準）」と書かれてい ます。この調査のエ ンドポイント の妥当性を「 A」、「B」、
「C」とい う形で評 価するの かなと 感じまし たので 、下の文 章を上側 に持っ てきたら どう
かなと思いました。
○頭金座長

下側 の文章という のは「（選択 したエンドポ イント（バ イオマーカー 又は臨

床的に観察される作用）の妥当性及び質的基準）」ですか。
○伊吹専門委員

もうちょっと 文章を変えて もいいのかも しれません が、上側の「 調査の

エンドポイント」 と書かれてい るところと「 （選択したエ ンドポイン ト（バイオマ ーカー
又は臨床的に観察 される作用 ）の妥当性 及び質的基準 ）」が 重複するよ うな気がした ので、
本来だったら、調査のエンドポイントの妥当性だと思うのです。
○頭金座長

ありがとうございます。

次の「摂取と反応の関係」のところについても連動して修正されるので すか。
○伊吹専門委員

そうですね。 「摂取と反応 の関係」、「 重要な有害 影響の性質」 、これ

は括弧書きが要らないのかなと思いました。
○頭金座長

ここについては括弧書きを削除するということですね。

○梅村専門委員

ここはもとも とはエビデン ステーブルに 載せる項目 を羅列してい るので

す。だから、わか りにくいのは わかるのです けれども、こ の調査のエ ンドポイント は何だ
ったのかというの もエビデンス テーブルの項 目に挙げて記 載してくだ さいという意 味で、
エビデンステーブルはそうやって作成してくださいという意味です。
50ページ の参考のとこ ろのヒトにお ける有害影響 の知見で「 A」、「B」、「 C」の手前
に書いてある文章がそのまま事務局のほうで項目にして書かれているの ですけれど も。
○高須専門委員

今、先生がお っしゃったと おり、エビデ ンステーブ ルをまとめる ときに

どういう 情報 が必要 かとい うこと を書い たつ もりで 、これ のもと はWHOの栄 養素上 限の
決め方の英文とい う資料の 49ページに 書いてあるも のです。これを基 につくったと いうこ
とです。Box4-4という ものが大元に なっています 。
参考文献 3でWHO栄養素の上限 量の決め方（英 文）の49ペ ージ、タブレッ ト上は 70ペー
ジ目になっている みたいですけ れども、Box4-4が「 Information Im portant to the Review
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of Individual Studies」と いうものです 。
○頭金座長

49ページの Box4-4、「 Inform ation Im portant to the Review of Individual

Studies」ということ ですね。
○高須専門委員

そうです。こ ういう情報を 基にエビデン ステーブル をつくるとい うこと

で、ここにまとめたということです。
○頭金座長

この ボックスの中 の上から 8番目に 「 Endpoints investigated」という のは、

この調査のエンドポイントに該当するということですね。
○高須専門委員
○頭金座長

該当するもので、その妥当性とかいうのは、その下だと思います 。

その 下に「 Relationship between intake and response」と書いて 、
「 adverse

health effect」とあります 。
○高須専門委員

その後の「N ature of critical adverse health effect」で、括弧 の中に

「validation and quality criteria for the selected endpoint」。この 辺がこういう ふうに
反映されているみたいなことですね。
○頭金座長

WHOのガイドラ インによる と、「N ature of critical adverse health effect」

の後に、この括弧 書きに該当す る部分が入っ ているという ことですね 。御確認いた だけれ
ばと思いますけれども、伊吹先生、御確認いただけましたか。
○伊吹専 門委員

これ を見る と、単 純に 2つ 目の行 の括弧 書きが 要らな いのか なと思 いま

す。
○頭金座長

2つ目の行というのは。

○伊吹専門委員

「摂取と反応 の関係」、「 重要な有害影 響の性質」 だけでいいの ではな

いですか。
○頭金座 長

WHOの 2つ のポツが こちら の指針 では 1つ にまと めている から、 ちょっ とお

かしい感じがする ということで すか。「重要 な有害影響の 性質」を別 の項にすると いうこ
とでよろしいですか。
○伊吹専門委員

そういうわけ ではなくて、 私は最初よく 理解してい なかったので 、ここ

に羅列されたもの で「 A」、「B」、「 C」の 評価をそれぞ れつけてい くのだと思っ たので
す。「評価のエン ドポイント」 と書いてある ところの次の 行に、また 、選択したエ ンドポ
イントの妥当性及 び質的基準と 書かれていた ので、そこが 重複してい る感じがして 、評価
のエンドポイント のほうが妥当 性及び質的基 準を「 A」、「 B」、「 C」で判断する のかな
と考えましたので 、括弧の部分 を上に持って いったほうが いいのかな とコメントさ せてい
ただいた ので すけれ ども、 今のWHOの 記述を 見れば 、その 下の括 弧書 きがな い状態 でい
いのかなと思いました。
○頭金座長

そう するとWHOのほうには「N ature of critical adverse health effect」とい

う形で括弧書きに 該当するよう な言葉が入っ ているのです けれども、 これ自体が不 要とい
うお考えですか。
○伊吹専門委員

この「 adverse health effect」という言 葉と、ここ に書かれてい る表記
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が違っているのではないかと思います。
○東條事務局次長
○伊吹専門委員

これはポツが改行できていないから。
わかりました 。すみません 、ここを改行 すればいい のですね。私 だけが

勘違いしていたかもしれません。
○頭金座長

改行 してはどうか ということを 先ほど来、言 っているつ もりだったの ですけ

れども、よろしいですか。
○伊吹専門委員
○頭金座長

それで納得しました。大丈夫です。

ほか に何か箇条書 きの内容につ きまして、御 意見があり ましたら、よ ろしい

ですか。
○吉田専門委員

ものすごく細 かいことにな ってしまうと 思いますけ れども、最初 の「被

験者の年 齢」か ら始ま るもの は、 2つ 目の「 人種・ 民族な どの背 景」ま で全部 ひっく るめ
て1つで はないかと思 います。もとの英 語を見ても、人種・民 族、これを 2つに分け る必然
性は多分ないだろうということ。
「Background diet」は背 景食とし か翻訳の しようが ないのか な。これ は、要はそ の人
たちが摂取してき た食事の内容 というくらい の意味ですよ ね。その次の 「intakes from」
も摂取源とか、そ ういう言い方 のほうが、そ れぞれの研究 においては 該当する栄養 成分を
何から摂っていた のかという意 味合いだろう と思うので、 摂取源とか 、そういうこ とのほ
うが、もとのまま でも意味はわ かるのですけ れども、すっ きりするか なという気は いたし
ます。
もとの梅村班報 告書の 50ページを読 んでいくと、ここに 書いてある 箇条書きのこ とを念
頭に置いてエビデ ンステーブル を作成し検討 するという意 味合いです が、ここの箇 条書き
にされてしまうと、 それぞれの項 目について何 か「 A」、「 B」、「 C」を見ていく ような
雰囲気に変わって しまっていて 、確かに途中 からはそうい ったことが 必要な部分も あると
思いますが、前の段 階は「 A」、「 B」、「 C」の評価もも ちろんそう なのでしょう けれど
も、ちょっと何かニュアンスが変わってしまっているような気がするの です。
そも そも の 50ペ ージ のも のと 44ペ ージ のと ころ で少 しニ ュアン スが 変わ って しま って
いるよう な気 がする ので、 そのあ たりは もと もとの WHOの ほうが ボッ クスの 中に入 って
いたのだから、こ ういうふうに されたという だろうと思う のだけれど も、それぞれ の項目
について、それぞれ「 A」、「 B」、「 C」 とするという ことではなく て、これを念 頭に置
いた上で「A」、「B」、「C」とい う判断をする のだというよ うな書きぶ りに。
○頭金座長

どうぞ。

○池田評価情報分 析官

今の吉 田先生の御指 摘のとおりか と思いますの で、多分 43ページ

の下3行 の「次のよ うな項目につ いて情報を まとめるとと もに」と なっていると ころを 1回
切るなりして、今 のような誤解 がないように 修正をさせて いただくと いうことで、 文案は
また御相談させていただくことでよろしいでしょうか。
○頭金座長

確か にこれを見る と、伊吹先生 が誤解された のも理由は わかりますの で、こ
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こ は 事 務 局 で 誤 解 で き な い よ う な 文 章 に 修 文 し 直 し てく だ さ い 。 こ の 項 目 に つ い て も
WHOのガ イド ライン の原案 を参考 にし つつ、 もう一 度ここ は整理 をし 直して いただ けれ
ばと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。
○高須専 門委員

これ は訳す ときに なかな か、ポ ツの 4つ 目の「 対象と する栄 養成分 の性

質」が「Nature of nutrient substance studied」とかが あるのですけ れども、わか るよう
なわからないよう な表現になっ て直訳をした ということな のですが、 何かもう少し わかり
やすい表現があったらということで、一緒にあわせて検討していただけ ればと思い ます。
○頭金座長

それ も吉田先生や 松井先生と御 相談しながら 、事務局の ほうで案をつ くって

いただければと思います。
○山添委員

これは性質と書いてあるからわかりにくいのではないですか。

○頭金座長

性質というと、何でもありというような感じでしょうか。

○山添委員

特性でしょう。

○頭金座長

対象とする栄養成分の特性ですか。

○山添委員

それ は物性も入る だろうし、生 体影響の特性 とか特徴付 けるものを含 めて、

全部がここに入っているのではないですか。
○頭金座長

ほか に何か今の段 階で、この表 現はこうした らいいので はないかとい うとこ

ろがありましたら 、御指摘いた だければと思 います。一つ 一つ検討し ていくのも大 変だと
思うので、事務局のほうで修正案を出して下さい。
○髙橋課 長補 佐

WHOの原 文を再 度確 認いた しまし て、指 針案の 表現 を検討 し、先 生方

とご相談させていただきたいと思います。
○頭金座長

では、関連する先生方はよろしくお願いいたします。

「 4」につきまして 、事務局のほ うからの検討 事項が 46ページの 2つ 目の四角囲み の中に
書かれています 。44ペ ージの 20行目から「また 、症例報告に 関しては 、エビデンス テーブ
ル作成の対象には 含めず、別に とりまとめ、 評価を行う」 という文章 が新たに追記 された
のですね。
○後藤評価専門官
○頭金座長

これは趣旨がわかりやすくなるように修文をさせていただきました。

とい うことなので 、ここについ ても御確認を お願いしま すということ ですの

で、これにつきましても何か御意見がありましたら、お願いしたいと思 います。
もう一回言いま すけれども、44ページ の20～ 21行目 について、趣旨 がはっきりす るよう
にということで修 文をされたと いうことです けれども、い かがでしょ うか。よろし いです
か。
では、ここはこう いう修文でよ ろしいという ことです。次に「 A」、 「 B」、「 C」の分
類になっていくわけですけれども、まず「A」です。
44ページ の 23行目「 A

偶 然性、バイ アス、交絡 因子を適切 に制御した 試験デザ インが

用いられており、 結果が正しく 評価された研 究」というと ころで、具 体的な条件が 次に書
かれていま す。「 5 」、「 6」 、「 7」 のあたり が修文 されてい るので すけれ ども、こ こは
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どう修文しましたか。事務局、説明してください。
○後藤評価専門官

ここは前回 のワーキング グループで祖 父江先生か らいただいた 御意見

を踏まえて修文さ せていただい たのですけれ ども、初めの 記載はバイ アスを考慮し た試験
デザインとなって いたのですが 、それを今の 表現、「偶然 性、バイア ス、交絡因子 を適切
に制御した試験デ ザイン」とさ せていただき 、次の行で、 結果が有効 である研究と いうと
ころを「結果が正しく評価された研究」とさせていただきました。
○祖父江専門委員

バイアスを 考慮したとい う表現でまと めることも 可能ではある のです

けれども 、結果 に対し て撹乱 する要 因が一 応 3つあ るとい うのが 疫学の 大原則 であり まし
て、交絡因子はバ イアスに含め ることもあり ます。偶然性 のことは放 っておけとい うこと
であれば、バイア スだけでもい いのですけれ ども、オーソ ドックスな 言い方に変え ると、
この 3つが 撹乱要 因であ るとい うこと です。 それを 適切に 制御す るとい うのが 研究デ ザイ
ンの目的なわけです。
「正しく評価 された」と していただい ていますけれ ども、これ は私の趣旨 としては「 A」、
「B」、「 C」とラン クをつけるわ けですね。そう すると「 A」が適切 に制御された ものと
いうのは質が高い という言い方 をします。「 B」が中 等度の質であ り、「 C」は悪い。有効、
無効という言葉は 余り使わない ほうがよくて 、質の高い、 中等度、低 いというふう にラン
クをしたほうがいいのではないかと、そういう趣旨です。
○頭金座長

そう すると「偶然 性、バイアス 、交絡因子を 適切に制御 した」という 表現は

これでい いです か。そ れから 、「 6」 の「正 しく評 価され た」と いうと ころが 不適で はな
いかということですか。
○祖父江専門委員

48ペ ージの私の意 見に書いてい るように、正しく 評価された研 究と書

いたので、それをそ のまま用いて おられるので すけれども、「 A」、「 B」、「 C」 とラン
クするのであれば、質が高い、中等度、低いという記述の仕方のほうが いいと思い ます。
○頭金座長

そう すると、先生の御意 見は 44ページの 24行目のと ころが「結果が正 しく評

価された」ではなくて、「質の高い」ということになりますか。
○祖父江専門委員
○頭金座長

高い質の研究。

高い 質の研究とい う表現がいい のではないか ということ ですか。いか がでし

ょうか。高い質の 研究というの が次のポツに 書いてあるよ うな条件に 該当するとい う理解
ですか。
○祖父江専門委員
○松井専門委員

そういうことですね。「B」のほうは中等度の質の研究。
中等度の質の 研究というの は逆にわかり にくくあり ませんか。高 い質の

ほうはいいのですけれども。
○祖父江専門委員
○松井専門委員

3つ書いたから、それはしようがない。
高、中、低に はなるのです けれども、ど ちらかとい うと、この結 果が無

効にならない研究のほうが表現としてはわかりやすいのかなと思います 。
○北條専門参考人

毒性試験の サイドから見 ますと、そう いう場合は 信頼性が高い とか、
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そういったような 表現を使われ ているので、 例えば、一番 上は信頼性 が高い研究に して、
2番目が 一応採用でき るような試験 であれば 、妥当な信頼 性のある研究 とか、3番目 が信頼
性に乏しい研究というような表現ではいかがでしょうか。
○頭金座長

あり がとうござい ます。恐らく 専門分野によ って質の高 い、低いとか の捉え

方がそれぞれ違っ てきているの かなという印 象を持ちまし た。確かに 非臨床試験な どでは
信頼がおけるとか、 GLP とかはそうい う感覚でよく 使われるかと 思いますし、疫学 では質
が高いとか、質が低い研究というのは普通に用いられますよね。
○祖父江専門委員
○頭金座長

普通に用います。

ただ 、これが全体 の栄養成分関 連添加物を評 価する方に とって、わか りやす

い表現が何かということが重要とは思うのですけれども。
WHOの原文 は、資料の 50ページ の四角の下 のほうにござ います。「 A」

○髙橋課長補佐

については「 Least bias, results are valid.」のみで すが、指針案は、 少し文言を補 足いた
だいており、44ページの23行目 、24行 目にお示しし てございます 。
「B」につきま しては、指針案の 51ペー ジの「 B」でございます。「 B」は原文の 斜体部
分とほぼ同じ内容でございます。
WHOの原文は何ページですか。

○佐藤委員長
○髙橋課長補佐

指針案の資料 50ペー ジの四角の下 のほうです。タブ レットですと 原文の

46ページのボックスでございます。
○頭金座長

タブ レットのほう ですと、46ページの Box4-2と いうものです ね。ここに「 A」

～「 C」が書 かれていま す。本日 、お配り した資料 ですと、 50ペ ージの参考 という四 角囲
み、50ページの下から51ページ の上にかけて 書かれている ということに なります。
○髙橋課長補佐
○頭金座長

おっしゃるとおりでございます。

祖父江先生はいかがでしょうか。

○祖父江専門委員

原文自体が 何かちょっと 、疫学などは そのバイア スがないわけ はない

ので、明らかにバ イアスがない などと言われ ても、大体あ りますよ。 要は程度問題 です。
それは 3つ に分け ました くらい の感じ だと思 います 。疫学 のほう でいく と、こ ういう グレ
ーディングはこう いうものだけ ではなくて、 ほかにも幾つ かあって、 もっと分析的 に研究
デザインのことか ら、大体は研 究デザインで すよね。それ をいかにき ちんとやって いるか
という研 究の実 施の質 に関し て、そ の 2つか ら考え るわけ ですけ れども 、そう すると 、こ
こで無作為割付試 験とか書いて いますね。要 は研究デザイ ンというのが まず大きくあ って、
RCTで すとか、コホー トとか、ケース コントロール とか、それでケ ースシリーズ、 ケース
レポートとありま すね。それと もう一つ、き ちんとやって いるかとい うファクター があっ
て、それをかけ合 わせてクオリ ティーという ような形で分 類するとい うのが大体普 通のグ
レーディングです。
○髙橋課長補佐

1点 補足させてい ただきます 。資料の 44ページ の「 A」のうち 、31行目ま

ではWHOの原文を もとに箇 条書き にさせて いただ いたもの ですが 、32行目、 33行目 につ
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きましては 研究班の ほうで、 例えば「 A」に該当 するも のの事例 として RCT 、二重盲 検法
により実施された研究を示していただいたものでございます。
○祖父江専門委員

この趣旨で いくと、「 B」とか「 C」と かにも研究 デザインの記 述をす

るという感 じですか 。ただ、 「 A」を RCTだけに するとも のすごく 限られま すし、質 の高
いコホート研究と かケースコン トロールスタ ディーとか、もっと採用す べきだと思い ます。
やれるか自信はないですけれども、何か提案しますかね。
○頭金座長

どうぞ。

○吉田専門委員

すみません、 1点だけ。 WHOのほう では、摂取量の ことについて は明確

に記述されていれ ばいいという ことが書いて あるのですが 、一般的な 栄養素に関す る疫学
研究は対象者を摂 取量ごとに幾 つかの 4つとか 5つの グループに分 けられて、それを 追跡さ
れるか、あるいは 栄養素に関す るバイオマー カーか何かを 測られて、 それでグルー プ分け
をしているような 研究がほとん どだろうと思 いますが、実 は摂取量の 評価を適切に やって
いるかどうかはす ごく大きな問 題で、要はあ る栄養素を多 く摂れば、 がんの予防に なるの
か、あるいはがん を促進するの かという話で あれば、絶対 量というの はそれほど問 題にな
らないと思うので すけれども、 ここでの評価 は多分その摂 取量をどれ だけ摂ってい るかと
いうのはすごく大 きな意味にな ってきてしま うので、そう すると摂取 量の評価を適 切にや
っているというところは、きっちり見ていただけるといいかなと思いま す。
例えていいます と、摂取頻度 調査を最近よ くやられるの ですが、そ こから出てき た摂取
量は相対値として は使えるけれ ども、絶対値 としては使え ないという のが専門にや ってお
られる方の今のと ころのコンセ ンサスです。 いわゆる摂取 頻度調査が ありまして、 要はあ
る食品を 1週 間に何 回摂って いるか とか、 そういう 頻度で 聞かれて 、 1週間 に 1度とい うの
はどれくらいの摂 取量に相当す るのかと。ポ ーションサイ ズというの を決められて 、そこ
から摂取量が数値 化されていか れるのだけれ ども、どうし てもそれは 他の調査の結 果と合
わないということ が出て、今の ところは相対 評価でしかで きていない だろうという コンセ
ンサスが得られて いるので、そ ういったとこ ろのどういう ふうにして 摂取量の評価 をして
いるのかというと ころも一応は ポイントとし て見ていただ けると、グ レードが高い とか低
いとかい う判 断には 使える だろう と私は 思う ので、 そこだ けWHOには ありま せんけ れど
も、抜き出しておいていただけるといいかなと思います。
○頭金座長

ありがとうございます。

吉田先生から御 指摘をいただ いたような点 も考慮しなが ら、ここは 祖父江先生を 中心に
もう一度御検討下 さい。私が 気になるのは エビデンステ ーブルを作っ た「 A」、「 B」、「 C」
の結果が指 針の最 後のほう の「食品 健康影 響評価」 に反映 します。 そこで、 「 A」と 判断
したときに、それ がどのように 「食品健康影 響評価」に影 響するかと いう点につい て、梅
村先生にも修正の ところに関与 していただい たほうがよい と思います 。これらの先 生方を
中心に「 A」、「B」、「 C」 の書き方につ いて、もう一度 御検討をい ただきたいと 思いま
すけれども、それ でよろしいで しょうか。で は、そういう ことで関係 する先生方、 よろし
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くお願いいたします。
そうすると 、「（ 2）」はこ れで全部終わ りましたか 。エビデ ンステーブル の作成は「 A」
～「C」をもう一回書き直すということで、事務局のほうは 大丈夫ですか 。
例 えば「 8 」の「 明白の バイア スがな い」を 追加す るかど うかも あわ

○後藤評 価専門 官

せて検討させていただければと思います。
○頭金座長

44ページ の31行目の「 明白な バイアス がない」 という のは、 WHOのほ うに

はないけれども。
○後藤評 価専 門官

逆です 。WHOのほ うには あるの だけれ ども、 梅村 班報告 書にな かっ

たところです。
○頭金座長

ここ も先ほど祖父 江先生から、 バイアスがな い疫学研究 はないという 御意見

もありま したの で、「 8 」のと ころに ついて も御検 討をい ただけ ればと 思いま す。よ ろし
いですか。
○梅村専門委員

先ほど、祖父 江先生を中心 に吉田先生と 私もという ことだったの ですけ

れども、ここは松 井先生も関与 されていたの で、取りまと めのときに 松井先生にも 一緒に
御苦労していただければと思います。
○頭金座長

松井 先生、申しわ けないのです けれども、こ ちらのほう にも関与して いただ

ければと思いますので、お願いします。
○松井専門委員
○頭金座長

わかりました。

「（2）」はそれでいいですか。
1点だけ、 48ページの一 番下の四角囲 みで「 A」～「 C」に分類 におけ

○後藤評価専門官

る具体例 につい て、指 針案中 に記載 すべき かどう かとい うとこ ろが 1点 残って いるの です
が、いかがでしょうか。
○頭金座長

ここにも具体例を入れるかどうかということですか。

○関野評価第一課 長

それも先 ほどと同じよ うに、この後 にどうする かというのは 別途相

談させていただければと思います。
○頭金座長

先ほ どの症例の具 体例と同じ観 点かと思いま す。もちろ ん、ここで具 体例を

書いたとしても、 後の個別の評 価に影響する ことはないと は思うので すけれども、 これに
つきましては、別途検討させていただきたいと思います。
○松井専門委員

これで指針が できますよね 。そうすると 要請者がい ますよね。要 請者は

「A」、「B」、「C」をつけてこな いといけない のですか。
○髙橋課長補佐

栄養関連添加 物に限らず一 般の添加物も 同じですが 、指針ができ れば、

指針を参照して要 請がなされる ものと考えま す。また、要請 者は要請す る添加物につ いて、
健康に影響を与え ないと考える からこそ要請 するものであ ると考えてい ます。したが って、
食品安全委員会の 評価指針が策 定されれば、 この指針をも とに資料を まとめて、要 請者と
して安全に懸念がないという考察がされた上で提出されるものと考えら れます。
○松井専門委員

そうすると、要 請書をつく る段階である 程度の情報を 流してあげな いと、
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要請書をつくるのが大変ですよね。
○頭金座長

そこ は先ほど委員 長もおっしゃ ったように透 明性も関与 してくると思 うので

すけれども、そこ も含めて、う まく両立させ るためにはど うしたらい いかを別途検 討させ
ていただきたいと思います。
○松井専門委員
○頭金座長

ありがとうございます。

それ では、 時間が押 してい ますの で、 51ページ の「（ 3）ヒト における 知見

に係る判断につい て」というと ころで、今回 も前回の議論 に基づいて 幾つか修正さ れてい
るのですが、特に 51ペー ジの 7行目の「 また」から ですね。7～ 10行目の 文章について 、前
回の議論に基づい てつけ加えら れたのです。 これが必要か どうかとい うことについ て御議
論をいただきたい と思います。 ここをもう一 回、事務局の ほうから簡 単に説明して いただ
けますか。
○後藤評価専門官

はい。まず ここの全体的 な記載ですけ れども、梅 村班報告書を 基本的

に抜粋させていた だきまして、 前回のワーキ ンググループ の御意見を 基に下線を引 いてい
るところについて 修正をさせて いただいてご ざいます。そ のような修 正でよろしい かどう
かということと、 波線のところ は修正をさせ ていただいた というわけ ではありませ んけれ
ども、祖父江先生 から、ここの 記述が余り整 理されていな いので、意 図をもう少し はっき
りさせたほうがよ いのではない かという御意 見がございま したので、 修文案につい て御検
討をいただきたいということでございます。
○頭金座長

ありがとうございます。

まず、下線部の「 1」は文言の修正ですけれども、これでよ ろしいでしょ うか。
では、こ この修 正はい いという ことで すけれ ども、 7～ 10行 目の波 線の部 分に関し まし
ては、祖父江先生 の前回の御意 見からという ことですが、 祖父江先生 、何かコメン トがあ
りましたら、お願いしたいと思います。
○祖父江専門委員

これは言葉 が混乱して使 われていると 思うのです けれども、ま ず科学

論文としての質の ところにはバ イアスという 話が出てきま す。それが 適切に制御を されて
いるものが高い質 であると。そ れはそれでい いわけです。今度は「人種 /民族や地域 」云々
に関して、恐らく 食品成分とい うか、栄養素 の効果が人種 によって違 うとか、効果 の大き
さが違うという 話があるの だろうと 。それは効 果修飾と言 います。 effect m odifier。 その
話をきちんと考え ておかないと いけませんよ ということを 言いたいの ではないかと 思うの
ですけれども、要 因がバイアス となる可能性 についてもと か言われる と、何かさっ ぱりわ
からなくなるのです。
○梅村専門委員
○頭金座長

言いたかったことは、先生がおっしゃったとおりでございます。

ここ も祖父江先生 と梅村先生を 中心に修文し ていただい て、趣旨が明 確にな

るようにお願いし ます。何とな く疫学的な文 章、termが並 んでいて、よくわからな いとい
うところかと思いますので、修文をお願いしたいと思います。
○髙橋課長補佐

1点 確認させてい ただきます 。51ページの 5行目に「（ 1）及び（ 2）を踏
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まえて」判断するとい う文言を追 加させていた だきまして、先ほ ど御議論い ただいた「 1」
～「7」 の区分と「 A」～「 C」の区 分を踏まえ て御判断いた だくという 流れになっ てござ
います。
今、御議論 いただき ました 7行目 の波線の 「また」 以下の記 載は、「 （2）」の「 A」～
「C」の区 分にも関 連がある 内容と は思うの ですが 、特にこ の部分を 指針に 記載する こと
により、この点に ついては、さ らに留意した 上で最終的に 御判断をい ただくという 理解で
よろしいかどうか、念のために確認させていただければと思います。
○頭金座長

ありがとうございます。

いかがでしょうか。よろしいですか。
○梅村専門委員

私がわからな かったのは、 効果修飾があ る人種に対 して行った実 験対し

て、「A」、「 B」、「 C」に 影響があるの かということ です。そのス タディーだけ を判断
して、それが「A」になっているのであれば。
○祖父江専門委員

バイアスと いうのは制御 すべきもので すけれども 、効果修飾と いうの

は事実としてある もなので、き ちんとレポー トすべきだと 思います。 効果修飾をき ちんと
示せているかについても、また「A」、「B」、 「 C」があるか もしれませ ん。
○佐藤委員長

多 分、外国のデ ータをそのま ま我が国に適 用していい かどうかとい う、そ

ういう話ですよね。違いますか。もっと具体的に言ってしまうと。
○祖父江専門委員

要は栄養素 の効果ですね。生 体影響に関し てgeneticな意味での 効果修

飾があるかどうか というのが恐 らく言いたい ことなのだろ うと思いま す。それはバ イアス
とは言わないわけです。
○梅村専門委 員

それ が「 A」、 「 B」、「 C」に影響 しないの であると、 「 A」であ って

も、そういう修飾 効果のあるよ うなデータで は、もう一回 そこも考慮 したほうがい いので
はないかという意味です。
○祖父江専門委員
○頭金座長

そういう意味です。それは理解できます。

では 、ただいまの 議論も踏まえ て、波線のと ころの修文 ということで よろし

いですか。事務局からの問いもそれでよろしいですか。
もう一点、同 じく 51ページの 12行目 にHOIをとる ときの上位 1%か 5%か という議論 のと
ころから派生して いるのですか ね。12行目の ところに「原則とし て」という単語を 入れて
縛りを少し緩めた ということな のですけれど も、ここにつ いても御意 見をいただけ ればと
思います。
○髙橋課長補佐

補足で説明さ せていただき ますと、「 3」の「原則とし て」と「 4」の「摂

取量の分布等を考 慮し」は、前 回、先生方か らいただいた 御意見を踏 まえまして、 今回、
挿入させていただ いたものでご ざいますが、 この修正案で 進めさせて いただいてよ ろしい
でしょうか。
○頭金座長

ここの修文はこれでよろしいでしょうか。

○吉田専門委員

点の位置だけ 気をつけてい ただいたほう が。「原則 として」はど こまで
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かかっているのか が、これでは 読み取れない と思います。 この書きぶ りだと「健康 な」の
ところにだけかか ってしまうの だと思います 。意図されて いるのは後 ろというか、 全体に
かけたいわけです よね。この点 の位置を変え るだけでどう いう解釈に なるかという のは、
法律とか条文みた いなものにな ってしまうの だけれども、 その辺をお 考えいただけ ません
か。私も明確に自 信を持っては 言い切れない のですが、現 状だと、ど れにかかって いるの
かが不明確だろうと思います。
○髙橋課長 補佐

先 生の御 指摘のと おり、 「原則と して」は 、 1%か 5%かと いう記載 に対

する修飾と考えておりまして、「健康な」の修飾ではございません。
○吉田専門委員

その 1%のところだ けにかける のだったら 、いっその こと「 4」のと ころ

に入れたほうがより明確にはなると思います。
○頭金座長

場所を移していただくということでよろしいでしょうか。

○髙橋課長補佐
○頭金座長

検討させていただきます。

ありがとうございます。

それでは、「（3）」のところも、これで全部終わりました 。
以上で、ヒトに おける知見の ところについ て、今日は御 議論をいた だいたのです けれど
も、何かここで残った問題はありますか。大丈夫ですか。
それでは、本日 はここまでと させていただ きたいと思い ます。全般 に関しまして 、御意
見がありましたらお願いしたいと思いますけれども、よろしいでしょう か。
それでは、今回 は「栄養成分 関連添加物に 関する食品健 康影響評価 指針」（案） の策定
に向けた議論はこ れまでにした いと思います 。同指針案に ついて、本 日の議論も含 めて、
次回以降、引き続き審議することにしたいと思います。よろしいでしょ うか。
（「はい」と声あり）
○頭金座長

ありがとうございます。

それでは、事務局から今後の進め方について説明をお願いいたします 。
○後藤評価専門官

本日は先生 方よりいただ いた御意見に つきまして 、整理をさせ ていた

だき、次回改めて御審議をお願いしたいと考えております。
○頭金座長

では、よろしくお願いいたします。

それでは、全般を 通じてでも結 構ですけれ ども、何かござ いましたら お願いいたし ます。
よろしいでしょうか。
特になければ、 本日の栄養成 分関連添加物 ワーキンググ ループを終 了いたします 。事務
局から次回の予定等について何かありますか。
○髙橋課長補佐

次回は、12月 22日（木）14～17時 を予定してお ります。どうぞよ ろしく

お願いいたします。
○頭金座 長

そ れでは 、以上 をもち まして 、第 5回 「栄養 成分関 連添加 物ワー キング グル

ープ」を閉会といたします。どうもありがとうございました。
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