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 7回 会 合 議 事 録
１．日時

平成29年1月13日（金）

13:58～17: 00

２．場所 食品安全委員会中会議室

３．議事
（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
（２）その他

４．出席者
（専門委員）
頭金座長、梅村専門委員、石見専門委員、上西専門委員、
柴田専門委員、祖父江専門委員、髙須専門委員、
瀧本専門委員、横田専門委員、吉田専門委員
（専門参考人）
北條専門参考人
（食品安全委員会委員）
佐藤委員長、山添委員
（事務局）
川島事務局長、東條事務局次長、関野評価第一課長、池田評価情報 分析官
髙橋課長補佐、後藤評価専門官、治田係員、新井技術参与

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

年が 明けまして最 初のワーキン ググループで す。今年も どうぞよろし くお願

いいたします。
それで は、定 刻とな りまし たので 、ただ いまか ら第 7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 ころ御出席 をいただきま して、
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まことにありがとうございます。
本日は、10名の専門委員に御出席をいただいてお ります。
また、本日は専 門参考人とい たしまして、 残留農薬研究 所の北條仁 先生に御出席 いただ
いております。
なお、伊吹専門 委員、宇佐見 専門委員、合 田専門委員、 松井専門委 員は、御都合 により
御欠席との御連絡をいただいております。
また、食品安全委員会からも、委員の先生方に御出席いただいており ます。
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 7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

資料の御確認 の前に、食品 安全委員会委 員の着任に ついて御報告 させて

いただきます。 1月 7日付で、熊谷委 員の後任と して、山本委員が 着任しており ますが、本
日は所用により欠 席しておりま すので、次回 のワーキング グループに て御挨拶をさ せてい
ただきたいと思います。
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、この資料の四角囲みを除いた指針本体 でございま す。
以上でございます。資料に不足等はございませんでしょうか。
続きまして、本 日の議事に関 する専門委員 等の調査審議 等への参加 に関する事項 につい
て御報告いたします。
本日の議事 につきまし て、平成 15年 10月 2日委 員会決定 の2の（ 1）に規 定する調査 審議
等に参加しないこととなる事由に該当する専門委員はいらっしゃいませ ん。
以上でございます。
○頭金座長

ありがとうございます。

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。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、議事に入りたいと思います。
まず、議事「（ 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、前 回ワー キング グルー プの続 きであ ります 「第 1章
則：第 4
第1

評価に際して の基本的な考 え方」から御 議論をいただ きまして、「第 2章

評 価対象品目の 概要」まで終わり 次第、次の「第 2

総

各論：

安全 性に係る知見」よ り、前回

までの修正点について、御議論をいただきたいと思っております。
それでは、ま ず「第 1章

総則」に つきまして 、「第 4
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評価に際して の基本的な考 え方」

以降を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 。「第 4」以降 につい て御説 明をさ せてい ただ

きます。11ペー ジを御覧くだ さい。10行目からが「第 4

評価に際して の基本的な考 え方」

でございま す。 7つ に分かれ ており ますけ れども、 「 1」～ 「3」まで が梅村 班報告書 及び
ワーキンググルー プでの御意見 を反映させて いただいたも の。そして、「 4」～「 7」まで
が今の添加物指針から抜粋をし、必要な修正をさせていただいたもので ございます 。
まず「 1」でご ざいま す。既 に修正 が入っ ており ますが 、御議 論をい ただい ていな い項
目に関する修正に つきましては 、事前に先生 方に御確認を いただいた 際にいただい た御意
見に基づくもの、 若しくは他の 項目の御議論 を受けまして 、連動して 修正が必要と なった
もの等でございます。
11ペ ージの 11行目 の「 1」です 。安全 性に係る 知見につ いては、 可能な限 り、動物 試験
の結果よりもヒトにおける知見に重点を置くということでございます。
16行目か らの3行につきま しては、54ペ ージに「3

毒性試験」とい う項目がござ いまし

て、前回の御議論を受けまして、そちらに移動をいたしました。
12ページ でございます。ここ で北條先生と 上西先生から 語句に関す る修正の御意 見をい
ただいてございま す。なお、北 條先生からの 御意見のうち 、「動物」 と「実験動物 」とい
う用語につきまし ては、前回御議論が ございました 52ペー ジの代謝の ほうで御議論 をいた
だきたいと考えております。
続きまし て「 2」 です。 14ペ ージを御 覧くだ さい。 前回のワ ーキン ググル ープの御 意見
を受けまして、乳 児等の特定の 集団というこ とで「特定の 集団」とい う用語に統一 をさせ
ていただきました。
15ペ ージで す。「 3」 につき ましては 、必要 に応じ て、関連 物質の 知見を 参照して 評価
を行うというとこ ろ。15ページの「 4」～ 16ページ の「 7」ま では、添 加物指針から 抜粋を
させてい ただき まして 、松井 先生か らいた だいた 御意見 を「 4」 の「ヒ ト培養 細胞を 用い
た in vitro試 験や」のと ころに反映 をさせていた だき、現在 並行して別 の指針案であ ります
酵素に関する評価 指針案をもう 一つの添加物 専門調査会で も御議論を いただいてお りまし
て、同じ項目がござ いますので、そちらの修正 意見も参考に させていた だいてござい ます。
16ペ ージに 移らせて いただ きます 。「 6」で 「不純 物」とい う単語 が出て きますけ れど
も、前回までのワ ーキンググル ープでの御意 見を受けまし て、不純物 に関して、よ り適切
な文案がございましたら御検討をお願いいたします。
19ペ ージを 御覧くだ さい。 「第 5

評 価に必 要な資 料等の考 え方」 でござ います。 基本

的に現在の添加物指針から抜粋をさせていただいてございます。
「1」では、要請者の責任について記載をさせていただいて おります。
「2」では、資料について不足がある場合には、追加資料を 要求するとい う旨。
「 3」で は、科 学的に 合理的 な理由 がある 場合に は、試 験の一 部につ いて省 略する こと
ができるということ。
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「 4」で は、食 品安全 委員会 で評価 がなさ れてい るもの となさ れてい ないも ので対 応は
異なるということ。
20ペ ージの 「 5」で は、具 体的な 試験に ついて はOECD等のテ ストガ イドラ インに 準拠
するということ。
「6」では、科 学的に信頼で きる文献等を 提出するとい うこと。なお、「 6」のと ころに
つきましては、松 井先生からの 御意見で、国 際機関におけ る評価書で も数値等が間 違って
いる場合があると いうことで、 国際機関にお ける評価書で 一旦区切り まして、「国 際機関
における評価書、科 学的に信頼で きる文献等」という文章案 にさせてい ただいており ます。
12行目の「7」では、十分な経験を有す る者が推奨さ れているとい うこと。
「 8」で は、生 データ 等の保 管につ いて、 記載を させて いただ いてお ります 。この よう
な記載でよろしいかどうかについて御検討をお願いできればと存じます 。
22ページ を御覧くださ い。2行目から「第 6

再評 価」とい う項目でござ います。現在使

用できる添加物に つきましても 、科学技術の 進歩等によっ て新しく有 害な影響が指 摘され
た場合には、再度評価をするべきであるという旨が記載されております 。
23ペ ージで す。 3行目 以下、 「その他 の項目 につい て」とい うとこ ろです 。この栄 養の
指針案では 、「第 1章」は「 第 1」～ 「第 6」ま でとな っており ます。 一方、 添加物指 針で
は、同じ 並びで この後 に 2つ項 目がご ざいま した。 「体内 動態試 験及び 毒性試 験の解 釈」
という項目と、も う一つは「リ スク判定」と いう項目です 。本指針案 では、それぞ れ「第
2章

各 論」に詳細を記載 することで代 えさせていた だきたいと思 いまして、「第 1章」に

は、その項目は設 けておりませ んが、そのよ うな方針でよ ろしいかど うか御検討を お願い
いたします。なお 、伊吹先生と 石見先生から は、そういっ た方針でい いのではない かとい
うニュアンスのコメントをいただいてございます。
「第1章」につきましては以上になります。よろしくお願い いたします。
○頭金座長

ありがとうございます。

それでは 、評価 書案の 11ペ ージの 「第 4

評 価に際 しての基 本的な 考え方 」のとこ ろか

ら順番に御議論をいただきたいと思います。
まず、11ページの 11行目に書 いてあります が、栄養成分 関連添加物に つきまして は、可
能な限り、動物試 験の結果より もヒトにおけ る知見に重点 を置いた評 価を行うとい うこと
でございます。同じ く11ペー ジの 16～18行 目に関しま しては、前回の ワーキンググ ループ
で議論をいただき ました「 3

毒性 試験」のと ころに移動す るというこ とになってい ます。

ここに関しまし て、北條先生 から、「実験 動物」あるい は「動物」 という表現の どちら
かということで修 正案を出して いただいてお りますけれど も、これは 後の体内動態 のとこ
ろで議論をしたい と思いますが 、もう一点あ りますね。「 妊娠期等」 というところ を「幼
少期や妊娠・授乳 期等」と修正 案が出ていま すけれども、 北條先生、 御説明をいた だけま
すか。
○北條専 門参考 人

最 初の原 案どお りの妊 娠期だ けでも よろし いかと 思った のです が、 1
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点、動物を使った 毒性試験の中 でも一般毒性 試験とは異な る試験項目 を見ているの が、生
殖発生毒性試験と いうのがあり まして、そち らのほうでの 評価を行う 特有のステー ジにつ
いて、ヒトで該当 するライフス テージをもう ちょっと詳し く挙げてみ たというだけ のこと
です。
○頭金座長

この 「妊娠期等」 の「等」のと ころをもう少 し例を挙げ てみたという ところ

でよろしいですか。
○北條専門参考人
○頭金座長

そうです。

ここ についてはよ ろしいですか 。では、北條 先生の御意 見に従ったよ うな修

正をお願いします。
もう一点、上西 先生から「栄 養成分関連添 加物を被験物 質とした試 験と非栄養成 分を被
験物質とした試験 で異なる場合 があること等 」と「等」を 入れて、こ こに留意する として
はどうかという御意見ですけれども、上西先生、簡単に御説明をいただ けますか。
○上西専門委員

ここは動物実 験を行う際の 対照群の設定 のことだと 思いますので 、その

ときにこ の 2つで 異なる 場合が あるだ けかな と思っ たので 、少し 広げて おいた ほうが いい
かなということで言葉を追記しました。
○頭金座長

先生 が想定される ような具体的 な例はありま すか。私は 何がここの「 等」に

該当するのかなと、すぐにイメージができなかったのですけれども。
○上西専門委員
○頭金座長

すみません、今すぐにこういうものというのは出てきません。

そう すると「等」 は必要ですか 。ほかの委員 の先生方は いかがでしょ う。少

し範囲を広げてお けばいいとい うことであれ ば、「等」と 入れておけ ばいいのかな と思い
ますけれども、対照群の設定方法ですよね。
○上西専門委員

「その際」というのがどこまでかかるかということだと思うので す。

○髙橋課長補佐

この記載につ きましては 54ページ のほうに移っ ておりまして、上 西先生

の御指摘の「その 際」という文 言は「なお」 としておりま す。過去の 評価の際に、 対照群
の考え方について 御議論いただ き、その経緯 があり記載さ れた文案で ございます。 動物試
験の評価の際に、 さらに留意す べきことがあ れば「等」を つけさせて いただいて、 もし特
にないようでした ら、指針には 「等」は入れ ず、その時々 で御審議い ただくという ことと
思います。「等」 を入れること で、これは何 ですかと聞か れてしまう こともありま すけれ
ども、動物試験の 評価をいただ くときに栄養 成分の添加物 なのかそう でないのかで 特に留
意するようなこと があれば 、
「等 」として入れ ておいたほう がいいのか なと思います ので、
ほかの先生方におかれましても、もし何かあれば教えていただければと 存じます。
○頭金座長

どうぞ。

○吉田専門委員

要はこれは留 意するかどう かだけのこと なので、大 事なことがあ れば、

ここに書いていな くても留意す ることは留意 するわけです から、「等 」はなくても いいの
ではないかと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
○頭金座長

それ でよろしいで すか。具体例 が出てきまし たら、復活 させることも できま
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すので、当面これは「等」は入れないということでいきたいと思います 。
次に14ペ ージの 2行目の「 2」です。「乳児、小児、妊婦、授乳 婦、高齢者等の特 定の集
団」についてです 。これは前回 のワーキング グループでも 議論があり まして、「特 定の集
団」という表現に統 一しましょう ということ になったかと 思いますので 、よろしいで すか。
それでは、15ページの 2行 目の「 3

評価対 象品目の特性 や体内動態を 十分考慮し 、必要

に応じて、評価対 象品目の関連 物質の知見を 参照して行う 。」という ことですね。 これは
特にこれまで議論にはなってございません。
6行目 の「 4」と 16ページの 1～ 14行目ま での「 4」、「 5」、 「6」、「 7」の 項 目 で す 。
6行 目の「 4」 に関し まして、 松井先生 から in vitro試験に ついて の意味が いろいろ ある
のではないかとい うことで追記 案がございま して、「ヒト培養細 胞を用いた in vitro 試験や
ヒトの代謝酵素を 用いた in vitro試験 」という 具体的な記載 を追記して はどうかとい う御意
見が、本日は御欠 席なのですが 、出されてお ります。これ につきまし てはいかがで しょう
か。よろしいです か。矛盾はし ないと思いま すので、これ は松井先生 の修正案のと おりに
いきたいと思います。
「5」は削除 になりま して、 16ペー ジの 6行目 の「 6」に 関しまし ては、栄 養成分関 連添
加物の分解物あるいは不純物について、この表現でいいかということで すか。
○後藤評価専門官

前回までの 御意見で、合 田先生のほう から不純物 に関する御意 見がご

ざいましたので、 もしほかに留 意するような ことがあれば 、追記修正 させていただ きたい
と思っております。
先生、すみません。「 5」は文章の 前半のほうが 削除されてい るのですけれ ども、 4行目
の「医薬品との相互作用に関する」というところは残っております。
○頭金座 長

こ れは「 5」の前 半が削 除され た理由 という のは前 回議論 をした のでし ょう

か。
○後藤評価専門官

このワーキ ングでは今回 初めての議論 ですけれど も、もう一つ の調査

会であります添加 物専門調査会 でも同じ項目 について議論 がされてい まして、そち らのほ
うの御意見を参考にさせていただいたというところでございます。
○頭金座長

2行目の「 5」の前半部 が削除され たというのは、「医療 従事者の監視 下にあ

ると考えられるこ とから」とい うのをあえて 書く必要がな いという意 見が酵素加工 助剤の
指針の調査会で出 されて、削除 されたという 経緯がありま す。そこで 、当ワーキン ググル
ープでも同じような表現なので削除してはどうかということですね。
○後藤評価専門官

はい。もち ろんこのワー キンググルー プとして、 元の文章のほ うがい

いという御意見がございましたら、そちらに従いたいと存じます。
○頭金座長

いか がでしょうか 。前半がなく ても、いずれ にしても医 薬品との相互 作用に

関する事項の検討 は必要に応じ て行うという ことは変わら ないわけで すけれども、 ここは
削除でよろしいですか。では、削除ということでいきたいと思います。
先走り ました が、「 6」の不 純物の 表現が これで いいか という のは、 合田先 生の意 見を
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既に反映されているのですか。
○髙橋課長補佐

過去に、合田 先生から不純 物に関する御 発言がござ いまして、不 純物に

関する記載 として 、今の 16ペ ージの 6行 目から の文章 を記載し ており ます。 これは、 添加
物本体の指針とほ ぼ同じ記載で ございますの で、さらに先 生方でお気 づきの点があ ればい
ただければと存じ ますが、合田 先生からは修 正の御意見は いただいて いませんので 、もし
この案でよろしければ、このままにさせていただきたいと考えておりま す。
○頭金座長

わか りました。いかが でしょうか。 6行目の「 6」の事項 はこの表現で よろし

いかどうかということですが、よろしいですか。
では、「6」はこのまま でいいという ことで、 10行目の「7」の 項目ですけれ ども、例え
ば、遺伝子改変動 物を利用した 試験等につい ては慎重な取 り扱いが必 要であるとい うこと
が記載されているわけですけれども、これも一部を削除したということ ですか。
○後藤評価専門官

これは元の 文章は 12行目からの「遺伝子 改変動物を用 いた試験は 、現

在、食品安全委員会に おいて一部リ スク評価に用 いられてい る事例はある が、JECF A等で
もほとんど利用さ れておらず 、慎重な取 扱いが必要で ある。」というも のでございま して、
前の部分を言いかえて、今の朱書きの文案になっています。
○頭金座長

表現が変わったというだけですね。

○後藤評価専門官
○頭金座長

はい。

この 表現でよろし いですか。遺 伝子改変動物 から得られ た結果につき まして

は、その特性を考 えて慎重に扱 うというのが これまでの食 品安全委員 会での健康影 響評価
についての考え方 かとは思いま すけれども、よろしいでし ょうか。あり がとうござい ます。
では、「7」もこのままでいきたいと思います。
次が 19ペー ジの「第 5

評価 に必要な 資料等 の考え 方」です 。評価 に必要 な資料に つい

て、19ペ ージの 4行目 の「 1」から 20ペー ジの「 8」ま で、添加 物の指針に 倣いまして 作成
されております。この中 で、これまでにいた だいておりま す意見につ きましては、 20ペー
ジの 6行目の 「 6」に ついて、 特に 8行 目「国際 機関に おける評 価書、 科学的 に信頼で きる
文献等を提出する ものとする。 」の修正案が 松井先生から 出されてい るのですが、 これも
文言の書き方の修正だけですか。意図はあるのですか。
○後藤評 価専門 官

書き 方の修 正だけ で、松 井先生 の御意 見は 21ペー ジにご ざいまし て、

国際機関における 評価書でも参 照文献の引用 、数値が間違 っている場 合が見受けら れると
いうことで、「国 際機関におけ る評価書」と いう文言が「 科学的に信 頼できる文献 等」に
つながっているのを変えたほうがいいという意味合いかなと理解してい ます。
○頭金座長

「国 際機関におけ る評価書」と 「科学的に信 頼できる文 献」を独立し たもの

として書くということですね。
○後藤評価専門官
○髙橋課長補佐

はい。
評価に必要な 資料としては 両方が必要か と思います ので、信頼で きる文

献の例示として挙げるのではなく、それぞれが評価に必要ということと 存じます。
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○頭金座長

必要 な書類として は変わりませ んので、これ でよろしい ですか。あり がとう

ございます。
それでは、 22ペー ジの 2行目「 第 6

再評価 」のところ です。 22ペー ジの 4行目から 「科

学技術の進歩等に よって有害な 影響が指摘さ れた場合は、 その栄養成 分関連添加物 を再評
価すべきである。 」ということ が記載されて おります。こ れにつきま しては当然の ことと
思うのですが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
次に、 23ペ ージの 3行 目です 。その他 の項目 という ことです 。添加 物指針 におきま して
は、「体内動態試 験及び毒性試 験の解釈」、 「リスク判定 」という項 目があるので すが、
栄養成分関連添加 物の指針にお きましては、「第 2章
章

各論」で書くとい うことで、「第 1

総則」にこの 項目は作らな いということ でよろしいで しょうかと いうことが事 務局か

ら提案されており まして、伊吹 先生と石見先 生のほうから はこれでい いのではない かとい
うことですけれども、石見先生からコメントをいただければと思います 。
○石見専門委員

栄養成分の場 合は、例えば 、ビタミンの 中でも脂溶 性ビタミンと 水溶性

ビタミンで代謝も 違いますし、 それぞれの栄 養素に特異的 な代謝もあ ると思います ので、
各論のほうでそれ ぞれ述べるほ うがよろしい のではないか と思って、 このような発 言にさ
せていただきました。
○頭金座長

石見 先生からも各 論のほうで載 せればいいの ではないか という御意見 ですが、

それでよろしいですか。ありがとうございます。
それでは、「評 価に際しての 基本的な考え 方」からその 他のところ に関しまして 、今ま
で議論していない 項目に関して 必要があれば 、御意見をい ただければ と思うのです けれど
も、よろしいでしょうか。
それでは、次に「第 2章

各 論」の「第 1

評価対象 品目の概要」に ついて御議論 をいた

だきたいと思います。事務局から説明をお願いします。
○後藤評価専門官
章

ありがとう ございます。25ペー ジを御覧くだ さい。3行目か らが「第 2

各論」 となって ございま す。次の 26ペ ージ以降 、「第 1」 、「第 2」 、「第 3」と 続い

てまいり ますけ れども 、その 前に柱 書きと して評 価に必 要な資 料を 3点 、記載 をさせ てい
ただいております。
6行目「評 価対象品目の 概要」が次のペ ージからの「第 1」に相 当する部分。「安 全性に
係る知見 」が「第 2」に相 当しま す。「 一日摂 取量の推 計」が 「第 3」 に相当 いたしま す。
今の添加物指針に おきましては、25ページの 下から 26ページにか けまして、少し詳 細に特
にいろいろな動物 試験の種類に ついて記載を しておりまし て、詳しく なっているの ですけ
れども、この栄養 指針では、動 物試験の取り 扱いが異なる と考えられ ますので、少 し記載
を簡潔にさせていただき、今のような文章案を提案させていただいてご ざいます。
26ページ の2行 目、「第 1

評価対象 品目の概要 」でござい ます。添 加物指針から 必要な

項目を抜 粋し、 下線部 につい ては修 正をさ せてい ただき 、また 、第 6回 のワー キング グル
ープをもとに修正 をさせていた だきました 。「 3」の項目 と27ペ ージの「 4」の項目 につき
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ましては「我が国 及び」という ことで、既に 栄養の添加物 については 我が国でも使 われて
いるものが多いと 考えられます ので、その文 言を補わせて いただいて おります。ま た、炭
酸カルシウムの評 価の際にも、 酢酸カルシウ ムですとか酸 化カルシウ ムの知見も用 いまし
たので、括弧書きとして「（関連物質を含む）」と追記をさせていただ きました。
前回のワーキン ググループを 踏まえまして、 27ページ の10行 目では、「 ADI」と いう言
葉を「ULS等」という言葉で統 一をさせてい ただいており ます。なお、このUL S等 につき
ましては、後の57ページのほうで御議論をいただき たいと思って おります。
また、ここで石 見先生から「 関連物質」を 「関連成分」 としてはい かがでしょう かとい
う御意見をいただ いてございま すが、事務局 といたしまし ては、この 「関連物質」 のまま
とさせていただきたいと存じます。後ほど御意見を伺えればと思います 。
「第1」につきましては以上です。よろしくお願いいたしま す。
○頭金座長

ありがとうございます。

各論ですが、資 料については 「評価対象品 目の概要」、 「安全性に 係る知見」、 これは
ヒトにおける知見 と体内動態及 び毒性試験が 含まれます。 それから「 一日摂取量の 推計」
ということになっています。
最初の「第 1

評価 対象品目の概 要」ですが、26ペー ジの 2行目から 順番に記載が されて

います。「 1」か ら27ページにか けて概要 の項目が記 載されて いますが、 27ペ ージの 10行
目の「推定さ れる ADI等を比較し た結果」 ということ がありま す。これに 関しまして は、
前回のワーキング グループでも 議論をいただ きましたけれ ども、ここ ではUL Sとい う表現
にしております 。これにつき ましては 、後ほど 57ページの 健康影響評 価のところで 御議論
をいただ きたい と思いま す。 1点 申し上 げてお くと、 「UL S等 」と「 等」が入 ってい ると
いうことですけれども、これは後ほど御議論をいただければと思います 。
ここにつきまし ては、その他 の部分になり ますけれども 、石見先生 から「関連物 質」を
「関連成分」とし てはどうかと いう御意見を いただいてご ざいます。 石見先生、御 説明を
いただければと思います。
○石見専門委員

添加物という ことですけれ ども、栄養成 分を取り扱 っているので 、物質

というよりは成分 のほうが適切 ではないかと 考えたのです が、必ずし も代謝物等で 栄養成
分ではないものもあるかもしれないので、事務局案でよろしいかと思い ます。
○頭金座長

栄養関連物質でいいということですか。よろしいでしょうか。

○髙橋課長補佐

ありがとうご ざいます。追 加の御質問で 大変恐縮で ございますが 、関連

物質のイメージと しては、ビタ ミン同族体や エステル体と いったもの をイメージし ている
のですが、今の「 関連」という 文言でわかり やすいかどう かという点 で、先生方の 印象を
お伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。
○頭金座長

関連物質という表現でビタミン同族体が含まれるか。

○髙橋課長補佐

先ほどカルシ ウムの例で申 しますと、炭 酸カルシウ ムが評価対象 の場合

に、酢酸カルシウ ムは関連物質 でございます 。ビタミンの エステル体 ですとビタミ ンが評
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価対象ですけれど も、エステル 体の毒性試験 などの知見が あれば参照 するというこ とで関
連物質でございま す。そういう 意味の関連物 質でございま すが、「関 連」という文 言でわ
かりやすいのかどうかというところはいかがでございましょうか。
○頭金座長

いか がでしょうか 。この関連物 質というとこ ろに塩の違 い、あるいは エステ

ル体のような違いがイメージできるかどうかということかと思います。 どうぞ。
○柴田専門委員

今まで余り考 えたことがな かったのです けれども、 ビタミンの場 合はよ

く誘導体という言 葉を使います 。成分、物質 、誘導体とか 、物質が一 番広い意味の 言葉で
すかね。
○高須専門委員
○頭金座長

物質が一番広い。

どうぞ。

○関野評価第一課 長

結果的に 今、関連とい う形で提案を させていた だいています のは、

いろいろ考えた上 で思いつくも のは確かに、 ビタミンであ れば誘導体 も含めて、あ り得ま
すけれども、逆に この指針はビ タミンのみな らず、ミネラ ルも想定し ていますので 、いろ
いろと書き足すと 、この部分だ けが膨らんで しまうという こともあっ て、関連で無 難にと
いうか、落ち着いた感じでまとめています。
一方で、関連と いうものの捉 え方は申請者 ですとか、そ ちらから見 て関連すると 判断さ
れるものは幅広く 資料として出 していただく という捉え方 もできるの で、ある程度 は柔軟
というか、自由度 を持って、一 番広めに書け ば、何らか関 係があれば というような 意味合
いで、このまとめ 方でもいいの かなと思った のですが、余 りにも漠と しているよう であれ
ば、心配でしたので、この場で改めてお伺いさせていただいたという経 緯でござい ます。
○頭金座長

いか がでしょうか 。関連という 言葉ですけれ ども、何で も関連という か、や

はり関連している 理由はリスク 評価のときに は明示すると いうか、こ ういう理由で 関連し
ているから、関連物質として評価をするということになるわけですよね 。
○柴田専門委員

石見先生は「 物質」を「関 連成分」とし たほうがい いという御意 見を言

われていたのですよね。
○石見専門委員

先ほど申し上 げたとおり、 栄養成分です ので、物質 と言うのは余 りにも

漠然としているな というイメー ジがあって、関連成分と最 初に申し上げ たのですけれ ども、
やはりさっき申し 上げたように 、代謝物とか 誘導体とか同 族体とか、 いろいろなも のがあ
って、必ずしも栄 養成分でない ものになって いることもあ り得るとい うことで、よ り広い
「物質」でもよろ しいのではな いかと考えた のです。でも 、イメージ としては成分 ですよ
ね。
○頭金座長

どうぞ。

○吉田専門委員

「関連」とい う言葉は確か に私らも使っ たことはな いです。例え ば、ミ

ネラルで炭酸カル シウムと塩化 カルシウムが 互いに関連物 質かと言わ れたら、そう いう使
い方はしたことが ないです。で は、どう言う のですかと言 われると、 それこそ考え たこと
もなかったです。 カルシウムは カルシウムで あろうという 。むしろ後 ろの相方のと ころは
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ほとんど気にして いなかったみ たいで、気に しているもの もあるし、 この辺はすご く微妙
です。これは難し いですね。真 剣に考え出し たら、すごく 難しいので 、だから「関 連」に
されたということであれば、了解です。
ただ、ここでは それで了解し ているのだけ れども、要は 評価指針が 出たときに読 まれた
人がわかるかとい う問題は多分 残るのだろう と思います。 そこのとこ ろの対応だけ をちゃ
んとしていただい たらいいので はないかと思 います。そう いうことで すよね。要は 亜鉛な
どのときに硫酸亜 鉛と言われて も余りデータ がなかったか ら、グルコ ン酸亜鉛のも のも参
考にしたということでしょう。
○髙橋課長補佐

はい。

○吉田専門委員

それを「関連 」という言葉 でまとめてし まわれてい るということ で、こ

こにいれば理解は できるのだけ れども、この 指針だけを見 られて、実 際に申請され てくる
ときに、それがち ゃんと意図が わかっていた だけるかとい う、そこの ところだけだ ろうと
思います。ただ、私には適切な言葉が浮かびません。
○頭金座長

柴田先生、どうぞ。

○柴田専門委員

今、吉田先生 が言われたこ とで、例えば 、カルシウ ムの安全性を 評価す

るときにビ タミン Dとい う関連物 質が入 っていま したよね 。そうす ると、関 連物質が 一番
いいのかなと思うようになってきました。
○頭金座長

どうぞ。

○横田専門委員

たしか以前、 この指針にプ ラスして実際 の手引書と いうか、その ような

ものもつくられる という話では なかったでし たでしょうか 。そういう ところに細か くこう
いった例書きみた いな形で入れ てあげて、こ こは関連物質 で収めると か、何かその ような
手は使えないのでしょうか。
○頭金座長

今のところ、その予定はないですよね。

○池田評価情報分 析官

よろし ければ、やは り今こちらで 申し上げた ような意図が わかる

ように、脚注のよ うな形で少し 考えさせてい ただきたいと 思いますが 、よろしいで しょう
か。
○頭金座長

私も 吉田先生がお っしゃったよ うに、これま で関連成分 の評価にかか わって

こられた先生はイ メージができ ると思います が、一般の方 にどうかと いうことがあ ります
ので、その脚注の記載内容は事務局のほうで考えてみてください。
それで は、「 第 1

評 価対象 品目の 概要」 につき まして 、その 他にあ りまし たらお 願い

したいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。
それでは、本指 針案について は一とおり御 議論をいただ きましたの で、続いて、 前回ま
での御議論を受けた修正点について、順番にまた御議論をお願いしたい と思います 。
まず、「 第 2章： 第 2： 1

ヒ トにお ける知見 」につ いて、事 務局か ら説明 をお願い しま

す。
○後藤評価 専門官

あり がとうご ざいま す。 28ペー ジを御覧 くださ い。「 第 2
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安全 性に

係る知見」でございます。
「1

ヒト におけ る知見 」に入る 前に四 角囲みが ござい ます。 28ペ ージの 下の四角 囲み

ですけれども、前 回までの御審 議を踏まえま して、次のよ うな並びと させていただ ければ
と存じますが、御確認を お願いいた します。いただいた 御意見とし ては、
「1
「2

ヒ トにおける知 見」、「3

体 内動態」、

毒性試 験」という順番は どうかとい う御意見でご ざいま

した。もしこれでよろしければ、次回にこの順番に並びかえをさせてい ただきます 。
29ペ ージを 御覧くだ さい。 「 1

ヒト におけ る知見 」でござ います 。前回 までのワ ーキ

ンググル ープ でヒト におけ る知見 におい て、 WHOの 許容上 限摂取 量の 決め方 の考え 方を
特に参考としたと いうことがわ かるように、 どこかにクレ ジットを入 れたほうがい いので
はないか という 御意見 がござ いまし たので 、タイ トルの 右肩に 「（ 5） 」の脚 注を付 しま
して、脚注を記載させていただきました。御確認いただければと思いま す。
また、その下の 4行目 から、要請者が 提出する資料 ということで「『 ヒトにおける 知見』
においては、エビ デンステーブ ル、症例報告 、メタアナリ シスといっ た知見につい てまと
め、考察するとともに、N OAELや LOAELの根拠や 判断、またそれら に係る考察等 につい
て、記載 をする 。」と いうま とめの 文章を 最初に 「（ 1） 」の前 に記載 をさせ ていた だき
ました。
この項目は「（1）」～「（3）」まで分かれてお ります。
30ページ の3行 目からが「（ 1）ヒトに おける影響の 1～ 7の 分類」でご ざいます。前回ま
での御意見を踏ま えまして、WHOのほう の英文にござ います「 within the causal pathway
of an adverse health effect」に 対応する文 章案を事務局 で記載をさせ ていただきま した。
赤字になっている ところ、 4行目、5行目のとこ ろでございま す。当初、直訳したよ うな形
で提示をさせてい ただいたので すけれども、 少しわかりに くいという ことで、今の 案のよ
うに工夫をさせていただきました。
31ページ の2行 目以降に「 1」～「 7」ま で項目がござ います。梅 村班報告書か ら第 5回ワ
ーキンググループ をもとに赤字 で修正をさせ ていただきま した。ここ につきまして も、松
井先生は本日お休 みですけれど も、御意見を いただいてご ざいまして 、最初は「適 応の範
囲内」ということ で案文を作成 させていただ きましたが、 少しわかり にくいのでは ないか
ということで、「 恒常性（機能 ）により維持 されている範 囲」がよい のではないか という
ことで、その御意見を反映させていただいてございます。
33ペ ージを 御覧く ださい 。先ほ ど項目 名の「 ヒトにお ける知 見」に WHOの ことを 述べ
た脚注を追記させ ていただきま したけれども 、これに連動 しまして、 各項目の具体 的な文
章からは重複しま すので、具 体的には 37ページの 27行目 、28行 目のところで すが、「『栄
養成分の許容上限 摂取量の決め 方』（参照 3）を参照し 、」は削除させ ていただきま した。
36ページ の一番下の行 です。「（ 2）エビデン ステーブルの 作成等（ A～ Cの分 類）」で
ございます。前 回までのワー キンググル ープの御意見 を踏まえまし て、37ページ以 降に修
正をさせていただ いてござい ます。なお、 37ペ ージの 23行目、 24行目、 25行目 の3つにつ
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きましては、事務局 より追記をし てはどうか という提案を させていただ きたいと存じ ます。
前回のワーキン ググループに おきまして、 メタアナリシ スについて 、この項目で 言及し
たほうがいいので はないかとい う御意見がご ざいましたの で、30行目 のところでメ タアナ
リシスについて言及させていただき、次の「（3）」の項目で も言及をして ございます 。
38ページ に移ら せてい ただき ます。 「 A」 ～「 C」 のカ テゴリ ーにつ きまし ても前 回ま
でのワーキンググ ループでの御 意見、また、 今回、事前の 御確認の際 にいただいた 御意見
を踏まえ修正をさせていただきました。
41ページ を御覧くださ い。グレー ドにつきま して、祖父 江先生から 御意見をいた だいて
ございます。41ページの 1行目の 下の四角囲 みが 1つ目の御意 見、2行目の四角囲 みが 2つ目
の御意見に なって ござい ます。 2行 目の下 の四角囲 みの続 きとい たしまし て、 42ペー ジに
なっておりますけ れども、下の 半分です。祖 父江先生から の御意見は 本日、御意見 を伺え
ればと存じ ますけ れども 、42ページ の下の 2行 目で「 これらを 踏まえ たうえ で、本評 価書
における検討の進 め方としては 、」というこ とで「①」か ら次のペー ジの「④」ま でステ
ップを分けた記載をいただいてございます。
初めに「①既 存の総括報告 で因果関係あ りと判断され ている endpointを探す 」。43ペー
ジにわたりまして、「②その endpointについ て中間マーカ ーも含めて 論文を検索し 個別研
究の質評価をする 」。そ して、「③N OAELが取 れるかを個々 の研究につい て吟味する 」、
「④N OAELを 決定す る」と いうス テップ が考え られま す。ただ し、従 来の評 価書で は、
そういったステッ プを経て検討 していたかと 言うと、必ず しもそうで はない場合が 多かっ
たような気がしま す。また、そ もそもの因果 関係判断を記 載した総括 報告が存在し ないこ
ともあるかと思いますということでした。
この記載を受け まして、事務 局で文章を追 記してはどう かと思いま して、文章案 を提案
させていた だきた いと存 じます。 42ページの 祖父江 先生から の御意 見の上 のところ に 2つ
文章案を提示させ ていただきま した。まず、 1つ目につ きましては、「（ 2）エビデ ンステ
ーブルの 作成等 （ A～ Cの分 類）」 です。 37ペ ージの 二文 目とし て「そ の際、 調査の エン
ドポ イン トに つい ては 、 国際 機関 の評 価書 等で な され てい る因 果関 係の 判 断を 参考 とす
る。」という文章を37ページの3行目、 4行目 、5行目に追記し てはどうかと 考えました。
また、「（ 3）」とい たしまして 、48ページの第二 段落、48ペー ジの 9行目の段落 でござ
いますけれども、 「なお、国際 機関の評価書 等を参考に、 当該報告に おいて因果関 係あり
と判断されている エンドポイン トを探索する 。当該エンド ポイントに ついて、中間 マーカ
ーも含め、（ 2）で作 成されたエ ビデンステ ーブルで分類 された「 A」 ～「 C」の評 価を念
頭に、個々の 知見でN OAEL 、L OAELが判断 できるか否 かについて検 討を行い 、決定する 。」
という段落を追記 してはどうか と考えまして 、提案をさせ ていただき ました。御検 討をお
願いできればと思います。
また、祖父江先 生から、「 A」～「 C」のカ テゴリー分け につきまし て提案をいた だいて
おりますので、41ペー ジの一番下で ございます けれども、修正が必要 かどうかにつ いて御
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検討をお願いで きればと存 じます。「 A．一定レ ベル以上の 質を有する 介入研究」 、「 B．
一定レベル 以上の 質を有す る観察研 究」、 「 C．一 定レベル 以下の質 を有す る研究」 とい
う御提案をいただいてございます。
48ページ を御覧くださ い。2行目か らです 。「（ 3）ヒト における知 見に係る判断 につい
て」でございます 。前回までの ワーキンググ ループを踏ま えまして、 修正をさせて いただ
きました。7行 目ではメタア ナリシスに関 する研究につ いて、また、9行目以降は先 ほど御
説明申し上げたことについて、それぞれ追記させていただいてございま す。
49ページ ですけれども、石見 先生から文言 の修正の御意 見をいただい ておりまし て、48
ページの一番下に ございます「ヒト における知見 ではN OAEL又は LOAELが設定で きない
場合、HOIを検討す る。」の「設 定できない場 合」の後に 「でかつ健康 への悪影響 が観察
されない場合は」 という文言 を挿入しては どうかという 御意見です 。前回、 HOIに つきま
しては、健康への 悪影響があっ ても使われる 場合もあると いうことで したので、こ の石見
先生の御提案の文 章を挿入する 場合には、「 原則」を補っ て挿入する か、もしくは 特に挿
入せずに現行のままか、どちらかと存じます。御検討をお願いいたしま す。
以上になります。よろしくお願いいたします。
○頭金座長

ありがとうございます。

これは もう 2順 目にな ります ので、 かなり 飛び飛 びの修 正案が 入って ござい まして 、多
少わかりづらいところもありますけれども、順番に御確認をいただけれ ばと思いま す。
29ページ の2行 目「ヒトにおける 知見」ということ で、脚注が「（5）」として記 載され
ておりま す。 WHOの ペーパ ーを参 考に したと いうこ とが書 かれて ござ います が、こ の脚
注はよろしいですね。
○後藤評価専門官

すみません 。その前 に、28ページの並 び順はこれ でいいかどう かを念

のため、御確認をお願いできればと存じます。
○頭金座長

そう ですね。す みません 、先走りまし た。28ページの 2行 目から「 第2

安全

性に係る知見」で すが、これも 前回までのワ ーキンググル ープで御議 論いただいて 、「体
内動態」 、「ヒ トにお ける知 見」、 「毒性 試験」 の 3つの 項目の 順番は どうし ましょ うか
という議論があり まして、「体 内動態」、「 ヒトにおける 知見」、「 毒性試験」と いう順
番がいいのではな いかという議 論がなされた のですけれど も、再度、 御確認をいた だけれ
ばと思います。よろしいですか。
では、現在の案 では「ヒトに おける知見」 が一番最初に 来ています けれども、こ の議論
が終わった後はこ の順番、すな わち「体内動 態」、「ヒト における知 見」、「毒性 試験」
という順番で変更するということでいきたいと思います。
29ページに戻っていただきまして、2行 目の脚注はよ ろしいという ことですね。
29ペー ジの 4行目、 5行 目、 30ページの 1行目に関し まして、 「『ヒトに おける知見 』に
おいては、エビ デンステー ブル、症例 報告、メ タアナリシス といった知 見についてま とめ、
考察する ととも に、N OAEL やL OAEL の根拠 や判断 、また それら に係る 考察等 につい て、
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記載をする。」と いう一般的な 原則が前回ま での議論に基 づいて追記 されておりま すけれ
ども、文章として はこれでよろ しいでしょう か。前回まで の議論を反 映していると いうこ
とでよろしいです か。ありがと うございます 。では、この 文章を追記 するというこ とにし
たいと思います。
次に30ペ ージの 3行目「（1）ヒトにお ける影響の 1～ 7の分 類」という ことです。ヒトに
おける影響 の程度を 31ペ ージの 4行目 以降に 記載して おります 「1」～「 7」 に分類す ると
いうこと でご ざいま す。こ れもWHOの 文献を 元にし て記載 してご ざい ますけ れども 、前
回も 8行 目の 四角囲 みに 書いて ござ いま す「 within the causal pathway of an adverse
health effect」を どういう日本 語に直すか。 直訳すると、 前回のワー キンググルー プでは
直訳した案が出て きて、非常に わかりづらい ということで したけれど も、事務局案 といた
しましては、「関 連して起こる ヒトへの有害 影響」という 日本語で表 現をしており ます。
ここにつきましてはいかがでしょうか。
○髙橋課長補佐

事務局の修正 案について、 もう一か所だ け修正を申 し上げてよろ しいで

しょうか。 30ページの 5行目で すけれど も、「 ヒトへ の有害影 響は」 とさせ ていただ いて
おります。原文は 「adverse health effect」 ですので直訳 すると有害 影響かもしれ ないの
ですが、こ の「 1」 ～「 7」の 分類に つきまし ては、 「 3」以上 を有害 影響と するとの 御意
見をいただ いてお ります ので、 30ペ ージの 5行 目の「 有害」は 削除し まして 、「ヒト への
影響は」とさせていただきたいと思います。その案で御検討をいただけ ればと思い ます。
○頭金座長

31ページの 3行 目の「 1」に書い てあります、これも後で 議論をいただ きます

けれども、「恒常 性（機能）に より維持され ている範囲内 で、かつ後 に続く有害影 響が示
唆されな い生化 学的変 化」と か、「 2」の「 恒常性 （機能 ）によ り維持 されて いる範 囲外
だが、後に続く既 知の有害影響 のない生化学 的変化」とい うのは、こ れは有害影響 とはと
らないとこれまで の議論はされ ておりますの で、30ペ ージの 5行目の「 ヒトへの有害 影響」
というのは有害影 響ではないの で、単に「ヒトへ の影響」と 修正したい ということで すが、
祖父江先生、どうぞ。
○祖父江専門委員

これは原文 のほうでも 、30ページの一番 下に原文があ りますね 。それ

の主語は「adverse health effect」ではな くて「m easurable effects」です。ですから、測
定可能な効果と言 ったほうが原 文直訳なので すが、今、修 正があった ように、「有 害な」
というのはもちろ ん除くほうが 文脈から言っ て当然だと思 います。で すから、有害 影響が
ある中の一連の効 果の中で測定 可能なものを 主語とすると いうことで あって、その ものが
有害かどうかの判断はしていないということだと思います。
○頭金座長

このヒトの影響ということでいいですか。

○祖父江専門委員

これは「有 害」をとった ら、それでい いかと言う と、やや不満 があっ

て、「関 連」と いう言葉 は余り 因果関 係を示 す言葉 ではな いので す。 associationです ね。
「causal pathway」という言 葉と余りつな がらないので、一連のメカ ニズムの中で 生じる
測定可能な変化とか、何かそんな感じの言葉のほうが私はフィットしま す。
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○頭金座長

祖父 江先生として は、この「causal pathway」を因果関 係があるイベ ントと

考えて、関連と因果関係とは、また意味が違うということですか。
普通、疫学の中では 、関連と 言ったら associationと言 って、因 果関係

○祖父江専門委員
を意味しないです。
○頭金座長

どうぞ。

○山添委員

多分 この文章は 、有害事象 の発生と関連 が既に認め られている pathwayの知

見の中でどうこう という話を言 っているのだ と思います。 だから、あ る程度の範囲 でこの
pathwayが 有害事象と関 連性がある ことはわかっ ているとい うニュアンス で「within the
causal pathway」というのが 入っているの だと思います。これは認知 されていると いうニ
ュアンスだと思います。祖父江先生はどうですか。
○祖父江専門委員

そうだと思 います。です から、因果関 係が確立し ている有害事 象につ

いて、それが非常にごく早期のバイオマーカーも対象とするという意味 だと思いま す。
○頭金座長

それはこの単に「関連して起こる」だけではとれないということです か。

○山添委員

祖父 江先生は、認 められている というニュア ンスがもう 少し入ったほ うがい

いのではないかというお考えではないかと思います。
○祖父江専門委員

ここから「 有害」という 言葉を除くと 、関連して 起こる影響だ けにな

って、有害なのか何なのかがよくわからないですね。
○頭金座長

瀧本先生、どうぞ。

○瀧本専門委員

それを摂取し たことで起こ るというイメ ージが、も うちょっと明 確な表

現のほうがよろしいということですか。
○祖父江専門委員
○瀧本専門委員

とどのつまり、有害になりますということです。
有害になるかもしれないということですよね。

○頭金座長

どうぞ。

○山添委員

だか ら、言葉を足 せば、後で有 害事象につな がるような もので認めら れてい

ると既によくわかっているpathwayと いう意味です よね。
○祖父江専門委員
○山添委員

そういう意味です。

そう いうことが短 い言葉で表現 できれば一番 いいのだと 思います。有 害事象

につながるとされている反応と言ったらいけないのかな。
○祖父江専門委員
○山添委員

ここでは「measurable effects」と 書いています ね。

そういうことですね。

○髙橋課長補 佐

有害 影響につな がる「m easurable effects」の ことです ので、「測 定可

能な影響」とし、 最後のほうで 「有害」を削 除すれば、趣 旨に合致す るのではない かと思
いますので、検討させていただければと思います。
○頭金座長

ただ いま、御意見 をいただいた 先生方のイメ ージとして はおそらく一 致して

いるのかなと思い ますので、そ れを踏まえて 事務局のほう で、祖父江 先生、瀧本先 生とも
相談しながら、文案を考えてみてください。
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では、具 体的な 7つの 分類に ついて、 31ペ ージの 3行目 から 7つ記 載されて ございま す。
ここで松井先生の ほうから 、前回までの 案では「 適応の範囲内 」という 表現になって いた。
原文といたしまし ては「 hom eostatic range」ということ なのですが 、これが「適応 の範囲
内」というような 表現ではわか りにくいとい うことでした ので、松井 先生よりの提 案とし
ましては、「恒常 性（機能）に より維持され ている範囲内 」という御 提案があるの ですけ
れども、これにつきましてはいかがでしょうか。
○山 添委 員

まず 1つ 目は 、機 能と いう の は入 れな いよ うな 気が し ます 。「 hom eostatic

range」と書 いてあ るだけ ですし 、何らか の恒常 性の機 能だけ のこと を言って いるわ けで
はないと思うので す。つまり、 一般集団の中 で多く見られ ていて、そ の範囲の中を 単に指
しているのが「hom eostatic range」だと思 うので 、この場合で は、多 くの集団の中 で認め
られている範囲は 逸脱していま せんというこ とを言ってい るのだろう と思います。 その辺
のことを踏まえて、言葉を考えていただければ、ありがたいです。
○頭金座長

そう ですね。恒常 性（機能）と いうのが何を 意図してい るのかが私も つかみ

づらいなという印 象はあったの ですけれども 、ほかの先生 方の御意見は いかがでしょ うか。
横田先生、どうぞ。
○横田専門委員

恒常性が維持 されるという 言い方が一般 的かどうか に私は引っか かって、

恒常性は「保つ」 とか「保たれ ている」とい う言い方をす るかと思う のです。私は 一つの
個体の中で恒常性 が保たれてい る範囲内で起 こる生化学的 変化という 受け取り方を してい
たのですが、先ほ どの山添先生 のお話だと、 個体ではなく 集団という ことですか。 そうす
ると全然意味が違 ってくるので 、これはどち らか明確にし ないと間違 えるのではな いかと
思います。
○吉田専門委員

私も今、山添 先生が言われ たことと同じ イメージを 持っていまし て、い

わゆる参照範囲と か、血清生化 学検査で言う ところの参照 の範囲内で の変化という くらい
の意味だろうと私 はとっておっ たのです。た だ、それを恒 常性という 言葉で言って いいか
どうかは原文がそ うなっている ので、一つの 個体から見れ ば、それが 「恒常性の範 囲内」
ということなのですかね。
○横田専門委員
○頭金座長

どちらなのですかね。

いかがでしょうか。集団と考えたときに、正常な範囲内という意味で すか。

○吉田専門委員

そうです。あ るいは、要は 栄養成分をた くさん摂る のをやめたら 、すぐ

にもとに戻ってし まうとか、そ ういうくらい の意味ですよ ね。だから 、恒常性とい う言葉
を使っているのではないかと思います。
○頭金座長

柴田先生、お願いします。

○柴田専門委員

イメージはそ うだと思いま す。例えば、日本の 20歳の人の 身長・体重の

イメージを私らは 持っています 。やはり、こ れは集団では ないかと思 います。個人 ではな
くて集団で、集団 の正常範囲内 というか、恒 常性と言うよ りも適応の 範囲内もいい かもし
れませんが、正常 の範囲内と言 っていいのか 、参照値の範 囲内という か、そのよう な言葉
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だと思うのです。
○頭金座長

何かそういうイメージにぴったりするような。

○柴田専門委員

私らが想定す るのはビタミ ン、ミネラル とかで血清 とか尿中の値 が正常

の範囲内に維持さ れていれば、結 構幅があり ますから、低い 人が上のほ うの値に行っ ても、
それは有害事象で はなくて、そ んなものはい いのではない のという、 そういうイメ ージを
持っています。 上に行って も、まだ正 常の範囲内 であれば よいと思い ます。身長 でも 3 m
を超えたら、これはない だろうけれど も、2 m 30 cm だったら 、まああ るかもしれな いなと
か、そういうよう な値ではない かと思います 。正常の範囲 内と軽く使 ってしまうよ うなも
のではないかなと 思います。
「 hom eostatic range」と英語 では書くけれ ども、これは 多分、
正常範囲内でという言葉を使って、日本語にしたのではないかと思いま す。
○頭金座長

非常 にシンプルに 正常の範囲内 というような 御意見が出 たのですけれ ども、

瀧本先生、どうぞ。
○瀧本専門委員

正常という言 葉が非常に使 いづらいし、 これが広く 出るというこ とに若

干抵抗を感じます。
○頭金座長

瀧本 先生、何かい いtermはない ですか。今の ニュアンスを 表現するよ う な 。

○山添委員

例え ば、恒常的に 観察される範 囲内とか、そ ういうよう なニュアンス ですか

ね。
○佐藤委員長

私 は主にもっと 素直に「恒常 性の範囲内」 でいいと思 うのですけれ ども、

恒常性というのは 生理学の基本 的な概念であ って、ヒトが 通常に生活 しているとき の生き
ていく上で必要な 機能の維持さ れている範囲 だろうと思い ます。適応 という話もあ ったの
ですけれども、適 応というのは あくまでも環 境が変わった ところで、 その機能が若 干変わ
って、その中で恒 常性は大きく 崩れないよう にするという 概念だと思 いますので、 これは
もう素直に「恒常性の範囲内」で十分だと思います。
正常という言葉 は御指摘もあ ったように、なか なか使いにく い。多分「恒常性の範 囲内」
というのは、正常 を頭の中にイ メージとして 浮かべるのだ と思うので すけれども、 使いに
くいから、や めておいた ほうがいいの かなと。素直に「hom eostatic range」をその ままや
っても、生理学的には全然間違いはないだろうとは思います。
○頭金座長

佐藤 委員長より、 恒常性の範囲 という御提案 がありまし たけれども、 いかが

でしょうか。
吉田先生、どうぞ。
○吉田専門委員

私も佐藤先生 の意見に賛成 です。だんだ ん文章がやや こしくなって きて、

科学的に正確にし ようという意 識が働き過ぎ て、難しい日 本語になっ てきてしまっ ている
ようなイ メージ がある ので、 私はそ の次の 「 3」の 文章が 非常に 気にな っては いるの です
けれども、「1」、「 2」は 大もとの事務 局が一番最初 に示された「 恒常性の範囲 内」とい
うのが一 番素直 で問題 がない のでは ないか と思い ます。 「 2」も 「恒常 性の範 囲外」 とい
うことで十分であろうという気がするのです。
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○頭金座長

ほか にいかがでし ょうか。よろ しいですか。 いろいろ議 論して、また もとに

戻るという形です けれども、こ こはとりあえ ず「恒常性の 範囲内」と して進めたい と思い
ます。
私は、その後の「 1」に関 して、「かつ後 に続く有害影 響が示唆され ない生化学的 変化」
というと ころも 、これは 原文を 見ると 、 31ページ の脚注 のほう に書い てござ いますの で、
原文を和訳して間 違いではない かとは思うの ですが、この 日本語の表 現でわかりや すいの
かなという点もあ るのですけれ ども、ここは よろしいです か。「後に 続く有害影響 が示唆
されない生化学的変化」という文案です。
どうぞ。
○石見専門委員

32ペー ジのところに 意見として書 いたのですけ れども、普通に考 えると

後遺症ではないかと考えたので、意見を出させていただきました。
○頭金座長

後遺 症は違うよう な気がします 。後遺症と言 うと、不可 逆的な疾患に 基づく

ような疾患の名前 で使うのでは ないかと思う のです。32ペ ージのほう にこれまでの 議論の
経緯が記載されて ございますけ れども、続発 性というのも 祖父江先生 から、これは 違いま
すということですよね。
○柴田専門委員

一過性という 言葉とは違う のでしょうか 。私がイメ ージしている のは、

例えば、ニコチン 酸を 200 mg、 300 mgを一 気に飲むとフ ラッシング という、皮膚 が赤く
なるというよりも 痛くなるよう な症状がある のですけれど も、それを 通り過ぎたら 、後は
何も起こらない。 そういうよう な意味合いか なと思ったの です。だか ら、一過性に ぽんと
血液中のニコチン 酸が上がって 、一連の反応 が起きるので すけれども 、それが下が ってし
まったら 、後は 何もな いよと いうの を「 1」 はイメ ージし ていた のです 。私ら でした ら、
一過性という言葉を使ってしまいます。
○頭金座長

どうぞ。

○梅村専門委員

それは恒常性の範囲内のことですか。

○柴田専門委員

その通りですね。恒常性の範囲外ですね。

○梅村専 門委 員

こ れを書 いた側 から言 うと 、WHOの内容 はそれ を参 考にし ただけ なの

で、できれば専門 的な判断で、 例えば「恒常 性の範囲内」 という言葉 がいいという お話で
したが、その中で どんな場合を 除かなければ いけないかと いうような 観点で言葉を 選んで
いただき たい という 希望が ありま す。 WHOの 使って いる言 葉に振 り回 されな いで、 専門
的な観点でこの例 外を入れてお いたほうがい いとか、そう いう言葉が 何かあればと 希望し
ています。
○柴田専門委員

私がいいましたのは「2」のことで、「1」のこ とではないで す。

○吉田専 門委員

この 「 1」と いうか 、「後 に続く 」とい うのは 、要は 今も臨 床的に は問

題がないし、将来にわたっても、そういうことは起こらないという意味 ですよね。
○頭金座 長

こ こは第 5回のワ ーキン ググル ープで も議論 をして 、それ を踏ま えて、 事務

局のほうから「後 に続く有害影 響が示唆され ない生化学的 変化」とい う文言が出さ れてい
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るのですけれども、横田先生、どうぞ。
○横田専門委員

私は先ほど出 た「一過性」 という言葉が 一番素直の ような気がし てきま

した。恒常性の範 囲内で、かつ 一過性に生じ た生化学的変 化というこ とだとわかり づらい
でしょうか。
○頭金座長

一過 性には限らな いような気が するのです。 ただ、私の イメージとし て、現

在は恒常性の範囲 外で、その後 に将来的に起 こるイベント として何が あるのかなと いうの
が、正直イメージ がつかないの ですけれども 、何かそうい う例を御存 じであれば、 教えて
いただければと思います。
○柴田専門委員

後ろの文章は要らないのではないかという気がします。

○吉田専門委員

私もそう思い ます。あえて 入れるのなら 、かつ臨床 的に問題もな い変化

とか、それくらい でしょうね。 「後に続く」 とか、要する に今も未来 も今後にわた って何
の問題もないような変化だというニュアンスですよね。未来のことはわ からないで す。
○頭金座長

非常 にかみ砕いて 言えば、将来 にわたっても 有害影響が 起こるとは考 えられ

ないような変化。
○瀧本専門委員
○頭金座長

軽微な変化ですかね。軽微という言い方も余りよくない。

軽微 というか、有 害反応に関し ては軽微な変 化も起こら ないというこ とでは

ないですか。
○瀧本専門委員

恒常性の範囲内だからということですよね。

○吉田専 門委員

恒常 性の範 囲内で 、変化 で後に 何か予 測され てしま ったら 「 1」に なら

ないですよね。
○頭金座長

そうですね。

○吉田専門委員

でも、そうす ると、いろい ろな論文があ って、例え ば、金属など の濃度

のときに、みんな はこの辺まで 大丈夫だと言 って、私はこ の辺からも うだめだと。 将来こ
んなことが起こり ますよという ことを言って いる人は時々 出てきます 。こういう人 たちを
将来追いかけてみ たら実はこう だったとかね 。よく疫学の 研究などで 血清の微量元 素の濃
度で何等分かして やられている ときの一番濃 度の高い人た ちは、特に 問題のあるよ うな濃
度の方たちでもな いのだけれど も、将来こん なことになっ ていますよ とかいうこと が実は
論文とし てはあ るので 、かえ って、 ここに こうい うこと を入れ てしま うと、 この「 1」に
入れられなくなってしまうものが出てくるのではないかと思います。
○柴田専門委員

それについて は仮定が間違 えていただけ ではないで すか。それで 片づけ

るのが普通だと思 います。恒常 性の範囲外だ った。私らの 研究が足り なくて間違っ ていま
したということになると思います。
○頭金座長

どうぞ。

○上西専門委員

例えば、摂取 している期間 はある程度、 恒常性の範 囲内、いわゆ る基準

値の範囲内で少し 高めのところ で動いている のですけれど も、例えば 、その摂取を やめた
ときにそこから、 どんと落ちる 。いわゆる基 準値から外れ てしまうよ うなこともな いとい
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うのが「 1」です よね。 だから 、摂取 をやめ たとき に何か 基準値 を外れ るよう なこと があ
れば、それは有害 影響があった と判断すると いうことだと 思うのです けれども、そ ういう
ことも起こらないというのが「1」だと思います。
○頭金座長

瀧本先生、どうぞ。

○瀧本専門委員

「かつ後に続 く有害影響が 示唆されない 」をとって しまえば、恒 常性の

範囲内で起こる生 化学的変化。 起こらない場 合もある。で も、変化は 起きているの ですよ
ね。何らかの変化 は起きている けれども、恒 常性の範囲内 であるとい うことをただ 言いた
いだけであれば、 「後に続く有 害影響が示唆 されない」と いう文言は とってしまっ てはだ
めですか。
○頭金座長

でも 、上西先生が おっしゃった ように、これ は摂取を中 止した後も何 も起こ

らないという意図 ですよね。そ のニュアンス を踏まえて、 かなりかみ 砕いたような 表現に
変えていただいた ほうがいいの ではないかと 思うのです。 今までの議 論を踏まえて 、事務
局で、もう一度、案を考えてもらえますか。
○関野評価第一課 長

少し考え てみたいと思 いますが、考 えるに当た って、さらに 混乱を

増してしまうよう なことをお伺 いするかもし れませんけれ ども、クリ アにしておき たいと
思ったのは 、今、 御議論 をいただ いてい る31ページ の「 1」の クライ テリア のところ で、
今は「かつ」以下 を切ってしま ったらという 御提案があっ たと思いま す。それは私 も比較
的リーズ ナブル だと思 うので すが、 そもそ もある 原案の 「 1」の 裏返し の部分 を考え たと
きに、恒常性の範 囲内だけれど も、後に続く 有害影響が示 唆される場 合はどこに属 するの
かというと、ある ようでないの かなという気 もしているの ですが、そ ういうケース はどこ
に入りますか。
○柴田専門委員

今、上西先生 とも話したの ですけれども 、この場合 は栄養素をた くさん

摂っているわけで すから、受動 拡散でも結構 入ってくるわ けです。能 動輸送のトラ ンスポ
ーターがサボって いて、しばら くの間、眠っ ていると、元 に戻したと きに吸収率が 下がっ
てきて不足気味に なってしまう ということも 考えられるな と思いまし た。排泄量が 高まっ
たままになっていたら、不足になる可能性があるかもしれないなという ことです。
○関野評 価第一 課長

ですの で、そ ういう 場合が あり得 るとし た場合 に、「 2」以下 のど

こにそれが該当するかを考えると、あるようでないのかなと思ったりも したのです 。
○頭金座長

どうぞ。

○梅村専 門委員

課長 のおっ しゃる とおり で、こ れは「 1」を恒 常性の 範囲内 で、摂 取を

やめたの ちに異 常にな るよう な場合 を除い たら、 「 2」は 恒常性 の範囲 内だけ れども 、異
常が出る場合と恒常性の範囲外で、というのを足さないとだめです。
○頭金座長

これは「2」の記載内容もまだ不十分な点があるということで すか。

○梅村専 門委員

「 2」 ではこ の恒常 性の範 囲外の 場合に いきな り言及 してし まって いる

けれども、今の議 論だと、恒常 性の範囲内だ けれども、そ の後に異常 になる場合が あるの
であれば、それを「 1」からは 除いて、休薬後 も変化のない、 異常にならな いのを「 1」と
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して、「 2」では 恒常性 の範囲 内だけ れども 、その 後に異 常にな る場合 と、恒 常性の 範囲
外で何か 起きる 場合と してい かない と。た だ、有 害影響 の定義 は「 3」 以降に してい るの
ですが、それは問 題ないですか 。つまり、休 薬してその後 に欠乏症状 が現れた場合 、それ
を今は有 害影響 ととら ないと いう「 1」の定 義の中 に入れ 込んで いるの ですけ れども 、そ
れで問題はないでしょうか。
○頭金座長

例え ば、摂取中は 有害影響は出 ないけれども 、摂取を中 止した後に有 害影響

が出た場合を有害なほうに入れるのか。そういう例はないですか。
○山添委員

そう いう例ではな くて、私が当 たっているか どうかはわ からないです けれど

も、例えば 、ビタ ミン Aをあ る程度 補給して いて、 よくわか りません が、動 物実験み たい
に発がん性が 10年後に出 るとか、人 間と同じと 想定した場合 に、そう いうことが想 定され
ないということで はないのでは ないですか。 実際に有害事 象が後で起 きるかどうか はわか
らないのだけれど も、そういう ほかのエビデ ンスから見て も、使用に よって後発の ずっと
後で のこ とが 想定 され な いよ うな 場合 にと いう こ とで もな いの では ない で すか 。恐 らく
WHOで書 いた 人も、 具体的 なヒト で起 きてい る事象 がある かない かは わから ないけ れど
も、念のために書いておこうというようなニュアンスのように私は思い ます。
○頭金座長

私も どういう具体 的な例がこれ に該当するの だろうと考 えたときに、 正直、

思いつかないです。
○梅村専門委員

そうすると、 恒常性の範囲 内というか、 そういう平 均値の中に入 ってい

るけれども、高値の ほうにシフト していて、そ れがある程度 の期間がた ってやめたと きに、
のちに何らかの影響が出ることがあるのでしょうか。
○柴田専門委員
○山添委員

やはり、その場合は恒常性の範囲外ですね。

外だ と思いま す。マウ スの実 験であり ました よね。ビ タミン Aを投与す ると

肺がんができる。 ああいうよう な感じで、後 々から出てき てしまうよ うなことが動 物実験
で出ている場合に は、それはヒ トの場合にお いてもオーケ ーとしない というような 感じで
はないですかね。 具体的なもの ではなくて、 そういうイメ ージで念の ために書いて おこう
というような気がします。
○吉田専 門委員

「 1」 のイメ ージは 、当該 の栄養 成分の 血中濃 度云々 よりも たくさ ん与

えたときに、例え ば、臨床検査 の値でコレス テロールの値 がちょっと 上がったとか 、そう
いう程度の話では ないかと理解 していたので す。それはい わゆる臨床 検査で参照範 囲の中
での変化であって 、臨床上それ は何の問題も ないよという 。集団とし て比べてみた ら、ち
ょっと上がってい る。統計的有 意差はついて いるのだけれ ども、それ は特に毒性学 的には
大きな問 題はな いとい うのが 「 1」で 、検査 の参照 範囲の 範囲外 まで上 がって いるの だけ
れども、 それも 問題は ないで しょう という のが「 2」と理 解をし ておっ たので す。個 々の
栄養素そのものの濃度が増える、減るというイメージはなかったです。
○頭金座長

どうぞ。

○池田評価情報分 析官

そうす ると、いわゆ る恒常性の範 囲内という か、基準値的 なもの
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から考えるとその 範囲内だけれ ども、ある程 度は高値にな っていて、 有害影響につ ながり
得ると考えられる ような場合は「 3」以下に なってしま って、恐らく「 1」のような 場合に
は入らないという 考え方でよろ しければ、そ れを踏まえて 、また文言 を考えさせて いただ
くということでもよろしいですか。
○頭金座長

どうぞ。

○梅村専門委員

瀧本先生のお っしゃったよ うに、後ろを なくてしま えばいいので はない

ですか。
○池田評価情報分 析官

今お伺 いしていて懸 念があったの が、先ほど 御議論があっ たよう

に、例えば、数値 的には正常範 囲なのだけれ ども、その動 き方を見て 、有害事象に つなが
り得るか もしれ ないと きは「 3」とい う判断 をする のだと すれば 、恒常 性の範 囲内だ けれ
ども、先ほど山添 先生が言われ たように、念 のために有害 事象にはつ ながらないと いうニ
ュアンスの言葉を 入れておいた ほうが無難な のかもしれな いというふ うに思ったの ですけ
れども、そういうことではないですか。要らないということであれば、 削ります。
○梅村専門委員

つまり今の議 論だと、そう いう状態は恒 常性の範囲 内ではないと おっし

ゃっていたので、だったら恒常性の範囲内という言葉だけでいいのかな と思ったの です。
○池田評価情報分 析官

なくて よいという御 議論で収まっ ているよう であれば、そ のよう

にします。
○頭金座長

どうぞ。

○柴田専門委 員

結局「 1」 、「 2」、「 3」、「 4」、「 5」、「 6」、 「7」をトータ ルで

見たら、 うまい こと書 けてい るなと いうこ とです よね。 「 1」は おっし ゃった ように 範囲
内の変化であると いうことで収 めて、あと「 2」、「3」、「 4」、「 5」、「6」、「 7」と
順番に書 いてあ るので 、「 1」 だけを 議論し ている とおか しくな ってし まうの ではな いか
と思います。
○石見専門委員

私もそう思い ます。あくま でも生体に起 こる変化に ついて言って いるの

で、最後は変化と か有害影響と か、そういう 文言が入って いないと、 全体の並びで 比較が
できないと思います。
○頭金座 長

そ うする と、具 体的に は「 1」 のとこ ろをど ういう ふうに 修正し たらよ ろし

いですか。
○石見専門委員

修正というか 、このままで 私はよろしい かと思いま す。あくまで も生体

に起こる変化を言 っているので 、そこは有害 影響があるか ないかとい うところが焦 点なの
で、その文言は入れておかないと、ぼけてしまうと思います。
○頭金座長

どうぞ。

○関野評 価第一 課長

文章を 考えて みたい と思い ますけ れども 、恐ら く「 1」 のとこ ろは

「かつ」があるた めに、「かつ 」がなかった 場合の主語の 部分がどこ に入るかとい うとこ
ろが私は少し引っ かかっていた のですが、ひ と続きで、「 恒常性の範 囲内で有害影 響が示
唆されな い」と 続けれ ば、 2つ の条件 が「か つ」で 両方の 条件を 満たし た場合 に限っ て、
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この「 1」 がある という 捉え方 をしな いよう な書き 方がで きるの ではな いかと 思いま した
ので、考えてみたいと思います。
○頭金座長

そう ですね。この 「かつ」は並 列の同格のよ うな印象が あって、明ら かに前

半に重きがありま すよね。この ニュアンスは 前半に重きを 置くべきこ とだと思いま す。す
みませんが、それ を踏まえて、 次回までに事 務局のほうで 案をお考え いただければ と思い
ます。これは何回もすみません。
○関野評価第一課 長

それでも う一度、見て いただいて、 最終確認し ていただけれ ばと思

います。
○頭金座 長

こ の並び の中で 「 3」の 項目に ついて も、吉 田先生 から問 題があ るとい う御

発言があったと思うのですけれども。
○吉田専門委員

何かすごく長 くなってしま って、「過剰 摂取による 潜在的な有害 影響の

バイオマーカーと なる、恒常性範 囲外の生化学 的変化」。要は、こ れは「 1」と「 2」を受
けた後ですから、 何らかの生化 学的な変化が あって、しか も、それは 有害影響を示 唆する
ものというニュア ンスですよね 。なぜここに バイオマーカ ーとか、わ ざわざこうい う言葉
が入っているのかなという気はするのです。
○頭金座長

有害 影響に関連す るような何ら かの指標が動 いたという ことだと思い ますけ

れども、有害影響 そのものとい うか、そのも のではなくて も、それに 関連している ような
バイオマーカーが 動いたという ことを含めま して、バイオ マーカーを 入れているの かと思
います。
○柴田専門 委員

私 もそう 思ったの です。例 えば、 GOTと かGPTが ばっと上 がった とか、

そんなことではないかと思います。
○頭金座長

肝障 害そのものの エビデンスを 出すのではな くても、GOT・GPT値が 上がれ

ば、有害影響と見るということだと思います。
○関野評 価第一 課長

もし勘 違いを してい なけれ ばいい と思っ ている のです が、「 3」の

ところは むしろ 「 2」と の対比 で語っ ている 部分だ と思い ますの で、言 い回し も前後 を入
れかえるとかすれ ば、少しクリ アになるかな という気もし ます。ここ も文章を工夫 できる
かなと感じておりますので、また改めて見ていただいたほうがいいかな と思います 。
○頭金座長

そこ ら辺は吉田先 生と御相談を していただき ながら、わ かりやすいよ うなと

ころで書き直して いただければ と思います。 趣旨としては 、ここから 有害反応をと るとい
うことで問題ないと思いますけれども、よろしいでしょうか。
それ以 外に、 「3」以上 の変化 をUL Sの 設定の ための 有害影 響とす るという ことに なっ
ております。ここ の部分に関し ましては、何 か追加のコメ ント、御発 言がありまし 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。な いようでし たら、次に進 みたい
と思います。
36ページ の2行 目の「（2）エビデン ステーブル の作成等（ A～ Cの分類）」になり ます。
ここはかなり修正 がございます が、まず 37ペー ジに、ヒト における有 害影響に関す る知見
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について、次のよ うな項目につ いて情報をま とめるという ことで、い ろいろな項目 が記載
されてございます。
27行目、科学的 水準の評価に ついては、各知見の エビデンスレ ベルに基づ き、以下のよ
うにA～ Cに分類する ということで 、この辺か ら祖父江先生 の御意見を いっぱいいた だいて
いるのですけれど も、ここら辺に ついて、わか りやすく御説 明をいただ ければと思い ます。
○祖父江専門委員

後でいっぱ い文句を言っ て申しわけな いのですけ れども、幾つ か参考

文献もつけてもらっているので、それを見ながら説明したいと思います 。
まず、ここでエ ビデンステー ブルをつくり 、それをグレ ーディング するというこ とにな
つていますけれど も、これはあ くまで個別の 研究に対する グレーディ ングです。そ れを踏
まえた上で、ある テーマに関し ての疫学的知 見を総合して 、それの科 学的根拠のグ レード
と、だから、複数 の研究をまと めた上でのグ レーディング というのも あるのです。 それが
グレ ード とい うも ので 、 そう する と一 個一 個の 研 究で チェ ック する ポイ ン トは あく まで
chance, bias, confoundingとい う形なのです けれども、複 数の研究を 集めた上での エビデ
ンスの強 さとい うことに なると 、幾つ か違う 視点が 出てく るので す。この iBookを見 てい
ただくと、参考文献1かな。見られますか。
○頭金座長

祖父江専門委員からの資料（参考文献1）。

○祖父江専 門委員

それのペ ージ 404あたりで す。テ ーブル 2とか テーブル 3とかあり ます

ね。特にテー ブル3などが幾つ かの論文をま とめてグレー ディング 、結局その「Quality of
body of evidence」を「High」、
「 Moderate」、
「L ow」と 区別する際に、何 か最初に random ized
controlled trialが ある場合とそ うでない場合 というところ から始まって 、
「 Risk of bias」、
「Inconsistency」、「 Indirectness」、「 Im precision」、「P ublication bias」、 こうい
う よ う な フ ァ ク タ ー で 加 算 し て い く と か 減 点 し て い くみ た い な こ と を や っ て い ま す 。
「Inconsistency」は要するに 結果が論文に よって異なる か、一致性が あるかという ような
ことだと思います 。「Indirectness」とか「 Im precision」は私も余り 正確にはわか ってい
ないのですけれど も、「P ublication bias」などは 細かいcase-control studyなどが 有意で
ないと出さないと か、そういっ たものでバイ アスがかかる とか、要す るに複数の研 究をま
とめる際のクライ テリアみたい なものです。 そういうもの がある。だ けれども、今 回はそ
れではなくて、個々の研究に対するグレーディングであるということで す。
さらに戻って、疫学の ほうで気に するのは、相対とし ての body of evidenceに基づ いて、
疫学から言えるこ と、動物実験 とかメカニズ ムから言える ことを相対 を踏まえて、 因果関
係があるかを判断 するというの が、疫学研究 の一番最後の 目的みたい な感じになっ ている
のです。そのことのク ライテリアは また別にあっ て、それが iBookの参 考文献 3です。
「How
to assess epidem iological studies」のページを めくってい ってもらうと 、145ペー ジのテ
ーブル2です。
「 Exam ple of the cause effect relationship with the hum an papilom avirus」
云々と書いていま す。そこのク ライテリアの ところに、こ れは多くは 疫学からの情 報、先
ほ ど と ダ ブ る と こ ろ も あ る の で す け れ ど も 、 そ の 中 に 「 Biological plausibility and
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coherence」と か、要 は疫学 以外 の情報 も含ま れた上 での因 果関 係の判 断とい うこと をす
るのです。
これをやった上 で因果関係あ りと判断でき たものについ て、次にリ スクアセスメ ントを
するというような 形のものが普 通かなと。そ の例がこの間 、実はたば こと健康影響 に関し
てやった のが参 考文献 4ですけ れども 、たば こにつ いては いろい ろな疾 患と因 果関係 があ
るかないかという ことを厚労省 のほうでまと めて、レベル 1、2、3、4とか 、因果関 係があ
るないという判断を全部していって、各疾患について、そんなことをや っている。
たばこについて はこんなこと もやっていま すが、食品に 関して、が んについては 参考文
献6に World Cancer Research Fundと Am erican Institute for Cancer Researchと いうと
ころが、フィジカ ルアクティビ ティーも含め てですけれど も、がんと の関連を検討 してい
て、これをざっと見ていくと因果関係に関して、60ページ目かな 。
○頭金座長

参考文献6ですよね。

○祖父江専 門委員

これは ちょっ と長い ので到達 するの に時間が かかり ますが、 Box 3-8

に「 Criteria for grading evidence」とあって 、「 Convincing」、「P robable」、「 Lim ited
― suggestive」、「Limited ― no conclusion」、これを食品に 関して、がんとの 関係に
ついては判断している。
ページをさらに めくっていく と、4-1、「 Cereals(grains), roots, tubers, and plantains」
とかあって、具体的にこ のcerealなどに ついてconvincing evidenceの反応が「 IN CREASES
RISK」に関し て「 Aflatoxins」、
「 Liver」とか 、
「 probable」のところに「F oods containing
dietary fibre」で「 Colorectum」とか、こ ういったこと を判断してい るのです。こ れのう
ちのconvincing evidenceと 判断されたも のについて、リス クアセスメ ントをすると いうこ
とがいいかなという感じなわけです。
と こ ろ が 、が ん に つい て は こん な こ とを し て いる か も しれ ま せ んが 、 ほ かの adverse
eventsに関して、 因果関係あり なしを詳細に グレーディン グして判断 しているもの ばかり
かと言うと、そう でもないので 、そこのとこ ろの整理を一 手にこの委 員会でやるか という
と、荷が重いです 。なので、因 果関係ありな しの判断をど の程度重視 してエンドポ イント
と言いますか、バ イオマーカー を定めていく のかというと ころの取り 組みの程度を 皆さん
に議論していただきたいというところであります。
○頭金座長

ありがとうございます。

○祖父江専門委員

それが決ま った後で、個 々の研究につ いてグレー ディングをし 、特に

グレーデ ィングを する際 に、WHOのも とにな ってい る文献の 「 A」 、「 B」 、「 C」 をそ
のまま採用すると いうだったら 、それもいい ですけれども 、それよりは dose-responseに関
して言及する、し ない、しやす さ、しにくさ ということで いくと、「 A」 、「 B」、「 C」
を介入、観察、質 の低いと分け たほうがいい のかなと思い ました。そ れは次の話か もしれ
ませんが、あくま でここで出て きているのは 、今、言った 位置づけの 中の個別の研 究のグ
レーディングとい うことでの位 置づけです。 ただ、それに 至るまでに 因果関係判断 をどう
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位置づけるかというところは議論が必要かなと思いました。
○頭金座長

ありがとうございました。

祖父江先 生から 御提案 いただい ている 四角囲 みの 42ページ の下か ら 2行目 あたりで す。
祖父江先生としては、総論としての評価を議論すべきだろうということ ですね。
○祖父江専門委員
○頭金座長

そうです。

その総 論として の評価を するとき に 42ページの 下から 2行 目から 43ペー ジの

上のほうに書いて あります「① 」～「④」と いうステップ が考えられ る。その中で 「①」
の「因果関係ありと判断 されている endpointを探す」とい うのをどの レベルでやる かをま
ず議論してもらいたいということですね。そういう理解でよろしいです か。
○祖父江専門委員
○頭金座長

そのとおりです。

どうぞ。

○髙橋課長補佐

先ほども説明 させていただ いたのですが 、祖父江先生 の御提案を受 けて、

そういった何らか の総括報告を 参考にしつつ 、エンドポイ ントを探し ていくという ような
構成に修文をさせ ていただいて います。ただ 、総括報告と いう文言は 今まであまり 使って
いないことから、こ れまで参照い ただいたも のとして国際 機関の評価書 がございます ので、
それを祖父江先生 から御提案い ただいた総括 報告の代わり の文言とし て、国際機関 の評価
書等を参考にエン ドポイントを 探索するとい うふうに追加 させていた だいておりま すので、
この点もあわせて御審議を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。

事務局からもお 話がありまし たように、具体的に は42ペ ージの上段の ところで「（文章
案）」と書いてありま すけれども、「（ 文章案）」の中 の2つ目のポツの「（ 3）」 ヒトに
おける知見に係る 判断について」の第 二段落。具体的には 48ペー ジの第二段 落「ヒトにお
ける知見に係る判 断について」 に挿入されて いる文章にな りますけれ ども、「なお 、国際
機関の評価書等を 参考に、当該 報告において 因果関係あり と判断され ているエンド ポイン
トを探索 する。 当該エ ンドポ イント につい て、中 間マー カーも 含め、 （ 2）で 作成さ れた
エビデ ンステ ーブル で分 類され た A～ Cの評 価を念 頭に、 個々 の知見 でN OAEL 、L OAEL
が判断できるか否 かについて検 討を行い、決 定する。」と いうような 文章案が事務 局で提
案されてございます。
祖父江先生、この文章案の評価はいかがでしょうか。
○祖父江専門委員

これで大体 、私の言いた いところは伝 わっている というか、含 んでい

ただいていると思います。
○髙橋課長 補佐

もう一 点補足で ござい ますけ れども、 37ペ ージの 3行目、 エビデン ステ

ーブル作成につき ましても、エ ンドポイント については、 国際機関の 評価書等があ れば、
それを参考にしながらまとめることが可能であるような記載させていた だいており ます。
○頭金座長

エン ドポイ ントの因 果関係 はどう 評価する かにつ きまし ては、 37ペー ジの 3

行目から「調査の エンドポイン トについては 、国際機関の 評価書等で なされている 因果関
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係の判断を参考と する。」とい う記載がされ ているのです けれども、 祖父江先生、 どうで
すか。こういうような考え方でよろしいですか。
○祖父江 専門委員

IARCのm onographのグル ープ版と かが、 因果関 係の判 断として はな

じみが一番深いで すね。それを イメージして 「国際機関の 評価書等で なされている 」とい
うことで。
○髙橋課 長補佐

が んに関 しては IARCとのこ とかも しれま せん が、こ れまで の栄養 成分

関連添加物の評価 で申し上げま すと、エンド ポイントの評 価がされてい るということ では、
国際的には IOMの評価書 、国内では 摂取基準策定 の報告書とい った、機関等で総括 的にま
とめていただいたものの例として書かせていただいております。
○頭金座長

どうぞ。

○梅村専門委員

これはエビデ ンステーブル を作成すると きに、既に エンドポイン トの因

果関係を考慮して 、因果関係あ りというエン ドポイントを 使ってエビ デンステーブ ルをつ
くるのですよね。
○祖父江専門委員
○梅村専門委員

そうですね。
その後にまた 後ろで、それ を念頭に置い て探索する というのはど ういう

ことですか。つま りエビデンス テーブルをつ くるときに、 探索して適 正なエンドポ イント
を決めてエビデンステーブルをつくって、またエンドポイントを探索す るのですか 。
○髙橋課長補佐

ここは重複し ているかもし れませんので 、因果関係 がありそうな エンド

ポイントに絞った エビデンステ ーブルからス タートする場 合は、37ペ ージの記載を 残した
ほうが明確になる と思いますし 、御判断の部 分のみでエン ドポイント を探索するの であれ
ば、37ページの最 初の記述は削 除して、48ペ ージの記載の みを残すと いうほうが明 確にな
るかと思います。
後者の場合、エ ビデンステー ブルを作成す る際にエンド ポイントに 当たりをつけ ずに全
てを羅列するとい うことにはな りますので、ある程度、因果 関係が明ら かなものがあ れば、
念頭に置きながら まとめていく というやり方 もあるのかな と思いまして、37ページ に書か
せていただいたのですが、その点は先生方の御意見を承れればと思いま す。
○頭金座長

現実 問題として、 エビデンステ ーブルにエン ドポイント の候補を全部 羅列す

るというのは現実的ではないような気がします。
○池田評価情報分 析官

少し補 足させていた だきますと 、最初の 37ページ のほうは 、エビ

デンステーブルの 作成に際して エンドポイン トが多数ある ときに、あ る程度、ここ で先に
関連がありそうな エンドポイン トに絞って作 成していただ くという方 法もありにし ておく
ために書いてある のです。た だ、そこ でエビデンス テーブルを つくった後に 48ペー ジの評
価の部分が出てく るので、そこ で恐らくエン ドポイントの 妥当性の判 断をしていた だく場
面もあるのかなということで、ここにも書いてあるという形になってい ます。
○頭金座長

梅村先生、よろしいですか。

○梅村専門委員

わからない。ダブっているようにしか思えない。
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○池田評価情報分 析官

エビデ ンステーブル を作成すると きにエンド ポイントの因 果関係

の有無にかかわら ず、全て網 羅的に作成 するというこ とを前提にす るのであれば 、37ペー
ジのほうは不要で48ページだけでよいということに なるのだと思 います。
○梅村専門委員

例えば、情報 が少なくて、 エンドポイン トをある程 度羅列してお いて、

全体を見ながら適 正なエンドポ イントを探す ということも あるという ことですか。 今だと
エビデンステーブ ルをつくると きにエンドポ イントを選択 するのか、 その辺がどう いう手
順になっているのかがよくわからないです。
○頭金座長

石見先生、どうぞ。

○石見専門委員

例えば、この前 のカルシウ ムのときはミ ルクアルカリ 症候群にする のか、

腎臓への影響にす るのか、いろ いろなエンド ポイントがあ って、それ を全部エビデ ンステ
ーブルに並べて、 ミルクアルカ リ症候群が適 切でしょうと いう妥当性 を判断して決 めたわ
けです。ですが、 物にもよると 思います。栄 養成分でした ら、エンド ポイントと決 まって
いるようなものも あると思うの で、ケース・ バイ・ケース なので両方 の場合がある のでは
ないかと思うので す。けれども 、普通は全部 を挙げて、そ の中からど れをエンドポ イント
にするかを選ぶのではないかと思います。
○祖父江専門委員

カルシウム のときに違和 感があったの は、前立腺 がんが出てき ていた

ので す。 前立 腺が んに 関 して は別 にカ ルシ ウム と 因果 関係 があ るな しに 関 して は、 まだ
probableの段階な のです。だけ れども、リス トには挙がっ ていました よね。そのセ レクシ
ョンのときに因果 関係に関して はどう判断さ れているのか を参考に、 もしエビデン スが低
いものであれば、もう採用しないこともありかなということですね。
○頭金座長

どうぞ。

○髙橋課長補佐

今の案では、 37ページの ほうは「因果関係 の判断を参考 とする」と、完

全に「する」にし ていますが、 カルシウムの 評価では、祖 父江先生が おっしゃるよ うに、
ミルクア ルカリ や前立 腺がん も含め て最初 に 4つく らいエ ンドポ イント の候補 がある 中で、
最後にご判断いた だいたので、その際 の流れを踏ま えますと、 37ページのほ うは「判断も
参考にできる」とい った、ある程度目 星がつけら れるような形 にして、48ページのほ うは、
最後の判断につい てはしっかり お決めいただ くというよう な形で、37ページを参考 にでき
るというような形にさせていただく。
○関野評価第一課長
○髙橋課長補佐
○頭金座長

そのあたりの文章を考えてみたいと思いますが、よろしいでしょ うか。

いかがでしょうか。梅村先生はよろしいですか。

○梅村専門委員
○頭金座長

参考にして、エンドポイントと絞り込むこともできる。

はい。

では 、文案をも う一度、37ペー ジのほうを事 務局のほう で考えてみて くださ

い。
今のは総体とし ての評価にな るのですけれ ども、個々の 疫学調査の 評価について 、「 A」
～「 C」に分 類するとい うことに ついても 祖父江先 生のほう から、 41ページ の一番下 のと
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ころに「 A」 、「 B」、 「 C」を 3つ 御提案い ただいて いるので すが、指 針案のほ うでは 38
ページの 「 A」、 「 B」、 「 C」で すけれ ども、祖 父江先 生、 38ペー ジの「 A」、「 B」、
「C」 と祖父江先 生が御提案 になってい る41ペ ージの「 A」 、「 B」、「 C」は何か 齟齬が
あるのですか。
○祖父江専門委員

大分違うも のです。ここで 原案になって いる「 A」、「 B」、「 C」と

いうのは、あくま で質が高い、 中くらい、低 いという感じ です。それ でもいいので すけれ
ども、実際に dose-responseという か、N OAELを決め る際に介入研 究であるか、観 察研究
であるか は割と 大きな ポイン トで、実 質上は 介入研 究でな いとな かなか NOAELは決 まら
ないと思うのです。観 察では doseが要は 研究者が決め るわけではな いので、そこで の何と
いうか。
○頭金座長

ばらばらですよね。

○祖父江専門委員

さらにrandom ized controlled trialに なってしま うと、今度は そんな

に幾つも ドーズ を振れ ないで す。恐 らく 2群 比較み たいな 感じに なって しまっ てです ね。
なので、実 際上、 この「 A」 に当た るような 分はほ とんどな いと思う のです 。むしろ 介入
で質が高 いもの 、観察 で質が 高いもの 、そう でない ものと 分けた ほうが 、次の NOAELの
決定に関しては研 究のグレーデ ィングとして は実質的では ないかなと 思ったわけで す。で
すけれども、WHOの原案とは全 く違うもの でなので、WHOのやり方 でやりますと 言うの
であれば、全く無 視していただ いて結構です し、この委員 会でそちら のほうがいい と判断
するのであれば、そのようにしていただいたらいいです。
さらに、ここは 細かく書き過 ぎていると思 うのです。研 究の質など ですので、い っぱい
書くことはありま すけれども、 高い低いで、 それでいいと 思うのです 。ちゃんとコ ントロ
ールされていると かですね。質 が高いとか低 いとかいう判 断は、ほか にガイドライ ンとか
があって、こうい うチェックリ ストもあって 、それを参照 してくださ いと書いてお けば、
それでおしまいのような気がします。
○頭金座長

ありがとうございます。

いかがでしょうか。
○梅村専門委員

これは屁理屈 っぽくなって しまいますけ れども、質 の低い介入研 究の場

合はどうすればい いですか。そ ういうイメー ジでつくった のです。同 じ介入試験と しても
いろいろな質があるだろうというようなイメージだったのです。
○祖父江専門委員
○梅村専門委員

だから、一定レベル以上の質を有する介入研究と。
一定レベルと いうか、介入 研究だけれど も、質が悪 いなと思われ るよう

な場合は。
○祖父江専門委員
○梅村専門委員
○祖父江専門委員
○梅村専門委員

それは一定レベル以下の質を有する研究。
「A」とか「B」とかはどうすればいいです か。
「C」です。
「C」になるということですね。
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○頭金座長

いかがでしょうか。瀧本先生、何かございますか。

○瀧本専門委員

難しいですね。

○髙橋課長補佐

事務局が申し 上げるのは恐 縮ですが、45ページの四 角内に分類の 具体的

なイメージを松井 先生が書かれ ておられるの ですが、この 内容が、祖 父江先生から いただ
いた観察 研究は 「 B」 で介入 研究は 「 A」と の分類 と、同 じよう な「 A」、「 B」、 「 C」
のイメージをお持ちなのかなと感じたのですが、これはまた違うものな のでしょう か。
○頭金座長

松井先生の御意見と祖父江先生の御意見が一致しているという意味で すか。

○髙橋課長補佐

松井先生は梅 村研究班の検 討の際に、も ともとこの 分類について 御提案

いただいております。
○祖父江専門委員
○頭金座長

松井先生の提案はどこですか。

45ページの四角囲み。

○髙橋課長 補佐

松井先生 の例示の 御提案 のうち、 「 B」は 介入研究 ではな いと思い ます

し、「 C」 は少しバ イアスの ある介 入研究と いうイ メージで 例示を挙 げられ たのかな と思
いましたの で、祖 父江先生 から分類 いただ いた質の 高い介 入研究が 「 A」で 、観察研 究が
「B」 で、質が低い ものは「 C」と いう分類と同 じような範囲 になるのかな と思いまし た。
○祖父江専門委員
○髙橋課長補佐
○祖父江専門委員
○髙橋課長 補佐

このセレンの例のことですか。
理解が間違っていたら、申しわけありません。
このセレンの例で「A」はどこにありますか。
「 A」は例 示とし て頂いて ないの ですが、 これまで 御評価 いただい たも

のでは、「A」に該当するものは恐らくなかったのではない かと思います 。
○頭金座長

どうぞ。

○山添委員

先生 方にないもの ねだりをする みたいなので すけれども 、私は祖父江 先生の

もので、実際にや る場合はそう いうのがプラ クティカルだ と思うので す。ただ、食 品安全
委員会のこういう ガイダンスを つくっていく ときに、何か サイエンス ベースの判断 基準を
ちょっと入れてい ただくと、私 としてはうれ しいなという のが気持ち です。その辺 は難し
いのでしょうか。
具体的に言うと 、一定のレベ ルというのは わかるのです けれども、 それは実際に 判定を
するときに専門委 員の中で、これ は「 A」、これは「 B」、これ は「 C」という形 で、具体
的にはいつもの形 でやると思う のですけれど も、その基準 にある程度 のラインとい うか、
みんながわかるよ うな範囲が少 し入っていれ ば、すごくわ かりやすい のかなと思っ ていま
す。
○頭金座長

私も 一定の質以上 というのが、 恐らく疫学の 専門家の間 ではコンセン サスが

得られるかもわか らないですけ れども、専門 が違うと非常 にあいまい なのかなとい う印象
はあります。
○祖父江専 門委員

ここの 「 A」と かに記述 されて いるポツ の内容が あると 安心する とい

うことですか。
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○山添委員

先生 は別に、その 基準を別のシ ートで見えな い形でいい ではないかと おっし

ゃっていたと思う のですが、そ ういうのを見 えないのでは なくて、ち ょこっとどこ かに入
れられないか。大 筋こういう考 え方に基づい ているくらい でいいと思 うのですけれ ども、
そういうものを少 し入れていた だけると見た ときに、ふー んというよ うな感じにな ってい
くかなと思います。
○祖父江専門委員

なるほど 。そうで すね。観察研究に関 しては「ST ROBE」とい うのが

あります。介入研究につ いては RCT的 なものに今度 はなってしま うのです。臨床試 験的な
ものなので、ちょっと条件が厳しいですね。
○頭金座長

既存 のガイドライ ンにこだわら ずに、先生の ほうで、栄 養関連成分の ほうと

しての質を担保す るための介入 研究としては このくらいだ というよう な形でお考え いただ
いてもいいのかなとは思います。
○祖父江専門委員

さっきの W& Aの中に 多少その質に 関しての記述 があるので、あ れを参

考にまとめてみましょうか。
○吉田専門委員

これのときに 、この条件と して適切であ るとか、あ るという条件 で書か

れてしまっている と、それが外 れてしまうと 即下へ落ちて しまうとい うようなこと をする
と、ちょっとしん どいかなと思 うので、例え ば、以下の点 に留意をす るとか、そう いうよ
うな基準 でして いただ くと、 例えば 、 1つく らいと いう言 い方は よくな いので しょう けれ
ども、 1つ くらい クライ テリア から外 れてい るのが あって も、総 合的に 見て質 が高い と持
っていけるように 思うのです。 これでないと いけないとし てしまうと 、後々これに 縛られ
て、全部下のグレ ードという判 断。今ここで 議論している メンバーが ずっとしてい くので
あればいいのです けれども、私 たちが永久に するわけでは ありません ので、そのあ たりの
表現を少し考えていただけるといいかなと思います。
○髙橋課長補佐

今の吉田先生 からの御指摘 については、 「次のよう な特徴を有す る」と

の記載に、「例え ば」といった 文言を追記す るなど、これ らの項目を 全て満たして いなけ
ればならないとい うように読み 取れないよう な文言とする ことで工夫 できるのでは ないか
と考えます。
○頭金座長

そう ですね。38ページ の条件だと 厳しいという か、限定 的過ぎるとい う印象

もありますので、そこら辺は記載内容を検討していただきたいと思いま す。
大分時間がたっ てしまってい るので、まだ ヒトにおける 知見の議論の 途中ですけれ ども、
ここで休憩を入れ ていいですか 。議論が結構 盛んでしたの で、クール ダウンをする ために
もここで 10分間休憩を入 れて、次は 25分から再開し たいと思いま すので、よろしく お願い
いたします。これで一旦休憩に入りたいと思います。

（休

○頭金座長

憩）

それでは、時間になりましたので、再開したいと思います。
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先ほど議論して おりました 38ページ の個々の疫学 研究の質の評 価、「A」、「 B」、「 C」
というランクづけ があるのです けれども、こ れにつきまし ては祖父江 先生のほうか ら御意
見がありまして、も う一度この「 A」、「 B」、「 C」に つきまして、 ある程度具体 的な指
標がわかるような 形で、祖父江 先生のほうに 案を考えてい ただくとい うことでよろ しくお
願いいたします。
○祖父江専門委員
○頭金座長

努力します。

それ 以外に、こ のヒトにお ける知見にお きましては 、石見先生 から 49ページ

の四角囲みの「ヒトにお ける知見では NOAEL又はL OAELが 設定できない 場合、HOIを検
討する。」と いうところ で、追加と して「か つ健康への悪 影響が観察さ れない場合は 、HOI
を検討する。」と いう御意見が 出されている のですけれど も、石見先 生、簡単に御 説明を
いただけますか。
○石見専 門委 員

こ れはWHOの原 文を 訳すと こうな るとい うこと で、 WHOの 原文で は、

健康への悪影響が 観察されな い場合につい てはHOIを採用 するというよ うな記述に なって
いるので、忠実に 書くとこうな るのではない かということ ですが、前 の議論で必ず しもそ
うではない場合も あるのではな いかというこ となので、私 としては原 則というのを つけた
ほうがよいかなと 思います。国 際的にそうい う定義がある のであれば 、食品安全委 員会だ
けがそれを外すというのはまずいのではないかと思いました。
○頭金座長

該当 するのは 48ページの 19行目 からですね。いかがでしょ うか。「原 則とし

て、健康への悪影響 は観察されな い場合は」と いう文を追加 するという ことですけれ ども、
よろしいでしょうか。では、石見先生からの御提案のように修文したい と思います 。
それ以外に、こ のヒトにおけ る知見につき まして、コメ ント、御意 見がありまし たらお
願いしたいのですけれども、どうぞ。
○高須専門委員

先ほどまでの エビデンステ ーブルとかエ ンドポイン トの選別の仕 方とい

うことで 、もち ろんヒ トにお ける知見 でN OAEL を求め ていくこ とが一 番の目 的なの で、
そうやっています けれども、 場合によって はHOIを検討す ることにもな るわけです よね。
そのときに そうい う資料 からHOIを 判断す るのか。 HOIの判 断として 1%、 5%という 考え
方があるのですけ れども、さ っきつくった エビデンステ ーブルから HOIを使ってい くので
すか。それか、 HOIを使うのだ と決めたとき はHOI用のデー タを評価す るのかどう かとい
うところが、実は 読んでいてわ からないなと 思いまして、 その辺を御 議論いただけ ればと
思います。
○頭金座長

いか がでしょうか。HOIを 使うという ところは、先ほど の48ペ ージの 19行目

からのところの記載ですよね。
○高須専門委員

そうです。19行目か ら「N OAEL又は LOAELを設定で きない場合 」とい

うことで、HOIを使 いますと。そ ういうのは観 察研究とか 介入研究から 求めてくる という
ような考え方はあ るのですけれ ども、この介 入研究とか観 察研究はさ っきのある意 味、エ
ンドポイントと絞 ったものから 調べてくるの か。もっと範 囲を広げて 、本当にその 栄養成
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分を摂取した、い ろいろなデー タから持って くるのか。そ れをエビデ ンスのレベル みたい
なものを評価して いくのかとい うのが、実は 余り詳しく書 いていない なと思いまし て、突
然ですが、そういったコメントをさせていただきました。
○頭金座長

HOIに 関する記述は ここだけでし たか。あと は定義のとこ ろくらいで すか。

HOIを設 定するよう な場合になっ たときに、ど のレベルの 質のデータを 根拠にする かどう
かということですね。
○祖父江 専門委 員

N OAEL を検討 する際 の研究 とは、 ちょっと 違うも のです よね。 新た

なデータを探しにいくということはやはり必要だと思います。
○頭金座長

つまり、このエビデンステーブルとは別に考えるということですね。

○吉田専門委員

報告書みたい な、それぞれ のものに対し て実際にや るとなって、 ここで

突如として、では 、HOIに関する 文献をやりま しょうとい う書きぶりだ と、何かバ ランス
がすごくおかしいですよね。
○石見専門委員

全体の中で摂 取量に関する データを集め るというの があるので、 そこで

入ってくるのではないですか。
○頭金座長

どの辺に記載されていますか。

○石見専門委員

一日摂取量と かありません でしたか。それと RCTの データを組み 合わせ

て考えていくということではないですか。
○頭金座長

56ページの 2行 目の「第 3

一日 摂取量の推計 」というとこ ろですか。ここで

データを収集してくるということですか。
○石見専門委員

摂取量はこ こでわかりま すね。HOIは必 ずしも日常的 な摂取量だ けでは

なくて、RCT で介入した ものも入ると いうので、RCTのデ ータを集めて いるわけです から、
ここで統合すれば、できるのではないかと思います。
○頭金座長

そう すると、ど こかにこの HOIの 設定に使う ときの文献の 範囲という ものの

記載が必要になっ てくるという ことですか。 今、石見先生 からおっし ゃっていただ いた内
容は、特に記載しなくてもわかりますか。
○髙橋課長補佐

HOIの定義では 、「適切な科 学的水準の 研究（介入研 究も含む） 」とふ

わっと書 いてお ります が、実 際は介入 研究の うちの 最高用 量N OAELが とれた もので すと
か、観察研究の一 部の地域、例 えば高濃度地 域で有害影響 がなかった 場合ですとか 、摂取
量のデータなど、 いろいろなも のから御判断 をいただくの だと思いま す。しかし、 エビデ
ンステーブルを作 成するとなる と、参考にす るものも得る のが難しいよ うに思います ので、
細かく書くのは難 しいのかなと 考えておりま す。提出に必 要な資料と いうような観 点で、
NOAEL 等がと れない 場合は HOIを算 出でき るデー タを提 出する といっ た書き 方など 、何
か書けないか検討 させていただ きたいと思い ますが、詳し くは書けな いとは思いま すが、
そのようなな感じでもよろしいでしょうか。
○頭金座長

いかがですか。

○高須専門委員

今のお話でい くと、これら の評価したも のと摂取量 の評価から総 合的に
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判断をしていくと いうようなこ とでよろしい のですよね。 それをどこ に書くかとい うこと
だと思うので、そ ういう意味で は、それ用に 新しくデータ を集めてく るということ ではな
いということですか。すみません、私が理解していないだけかもしれな いです。
○頭金座長

HOIを 設定すると いうことにな れば、HOIを設 定するため にデータを 集めて

くる必要が生じるのではないですか。そうではないのですか。
○髙橋課 長補佐

追加 で必要 な資料 として 、N OAEL等 が得ら れない 場合は 、HOIの 設定

に係る必要な資料 を提出するこ とや、考察を することなど 、そういっ た記載は必要 になっ
てくるのかなと思います。
○高須専門委員

それだったら結構です。

○梅村専門委員

そうすると、 ヒトにおける 知見という中 にそういう 影響の出ない ような

ヒトにおける知見は、最初は漏れているということですか。
○頭金座長

多分 、質が高い研 究でないのも 入ってくる可 能性はあり ますよね。そ れはな

いですか。N OAEL、 LOAELを出すため には、エビデ ンステーブル で文献の精 査 を す る 。
○梅村専門委員

これをつくっ たときのイメ ージは、エビ デンステー ブルをつくっ てみた

けれども、結局そ の有害事象の 出ないような データしか残 っていなく て、では、そ のとき
はそこの最高用量 をとりましょ うと言う趣旨 で、N OAEL 、L OAEL がとれないと きはHOI
を使うという文言 にしたので すけれども、 もともと HOIを 求めるための データがヒ トにお
ける知見というデ ータセットの 中に入ってこ ないのだとす ると、高須 先生が言って いるよ
うに、それ用のデータをまた集めるのかという話になってしまいますよ ね。
○髙橋課長補佐

今までエビ デンステーブ ルに入ってき たものから HOIが得られそ うであ

れば、改めて別の 資料を提出し てもらう必要 はないのでは ないかと思 います。エビ デンス
テーブル の中で 最高用 量のN OAEL がとれ たもの ですと か、高濃 度地域 の摂取 で特に 何も
有害影響がなかっ たものなどが あれば、そこ から検討する ということ なのかなと考 えてお
ります。
○吉田専門委員

単なる摂取量 だけの調査は あると思いま す。それは ここまでの流 れだっ

たら、絶対に落ちていますよね。
○髙橋課長補佐

エビデンステ ーブルに載っ たもので不十 分であれば 、吉田先生が 御指摘

のように、要請者 が、摂取量 調査の知見を 追加して、 HOIはこれだと思 うとして提 出する
というのが、必要な資料の考え方ということかと思います。
○石見専門委員

吉田先生がお っしゃった、 それは一日摂 取量の推計 のところには 入って

こないのですか。
○吉田専門委員

そこで拾ってもらえるのですかね。

○髙橋課長補佐

国民健康・栄養調査などの調査は拾われると思います。

○吉田専門委員

あとはこれ の全体の流れ として、順番 として、こ こはもう HOIを 使いま

すという形で終わ ってもらって 、後から最後 の話になるの ですか。評 価書などの書 き方の
ストーリーとして 。もうこの 時点でHOIの数字 で出ていな いと、何とな くしんどい かなと
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いう気が。後ろの 推計量のとこ ろで当然出て くるから、何 か話が前後 してしまうよ うなイ
メージがするので す。一日摂取 量は多分一番 最後ですよね 。要は添加 物として使う 場合の
この値が妥当か、 妥当でない かの判断のと ころで使って くるものな ので、この時 点でHOI
というのが既にあ る程度わかる ような形にし ておいたほう が、話の流 れとしてはや りやす
いかなと思います。
○頭金座長

例え ば、評価に 必要な資料と いう中に、 HOIを決める場合 はこういう 資料が

使えるというよう なことを入 れておけば、 この段階で HOIをもし決める のだったら 、こう
いう資料から HOIを 求めるのです ということが わかってい るわけですよ ね。摂取量 につい
ては今までの評価 書の順番から いって、最後 のほうに出て くるのです けれども、そ ういう
ものも参照するという書きぶりではどうでしょうか。
○佐藤委員長

私 は、ヒトにお ける知見のと ころで当然、 現状の摂取 量というのは 入って

いるのだろうなと 思っていて、 結局、最終的 には現状はリ スクがある かないかみた いな話
になるわけだから、当然 入っているだ ろうと思い ますし、N OAEL、L OAELを求め られる
ような論文だけを 最初に集める というのは、 はなから無理 なのではな いかと思うの です。
最初のデータを集 めるときはか なりざっくり 大きくとって 、そこか らL OAEL、NOAELが
出せそうなものを 選ぶのだろう という、それ が多分エビデ ンステーブ ルをつくると いうこ
となのかなと理解 しておったの です。ただ、 最初に集めた 中には当然 、ヒトにおけ る知見
の中で現状の摂取 量はいろいろ なところのも のが入ってい るべきなの ではないだろ うかと
思っておりましたが、それはちょっと違うのですか。
○頭金座長

このヒトにおける中に一日摂取許容量の情報も入れておいたほうがい いと。

○佐藤委員長

現 状どうなって いるのかとい うのは当然入 っているか ら、もし作業 の途中

でLOAEL、 NOAELが出なかっ たら、HOIに行こうか と言ったら、今 まで集めたデ ータの
中で十分できるはずだろうと理解しておったのです。
○頭金座長

どうぞ。

○髙橋課長補佐

HOIを出そうと したときには 、提出され たデータの中 に摂取量関 係のも

のも入っていると 思いますので 、その時点で 摂取量のデー タも参照す ることはでき ると思
います。 ただ、 提出す るとき にヒトの NOAELの ほうで はなく、 摂取量 に関す るデー タと
して出されている と思います ので、HOIを検討 する際には 、摂取量の知 見として提 出され
たものを参照するということになるのかなと思います。
ただ、 評価書 の項目 の順番 として、 これま では、 NOAELを出 すとい う項目 の後に 摂取
量の項目との順で したので、場 合によっては どちらを先に 検討をいた だくかという 順番の
前後はある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

多分、評 価書のつくり 方は具体的に やっていく 中で妥当なと ころに

落ち着くとは思っ ているのです けれども、実 際にヒトにお ける知見と して集めた情 報以外
に摂取量の統計だ とか、そうい ったところの データを集め たとして、 それを使うか どうか
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といった判断をす る場合に絡 んでくるのは 、この指針に おけるHOIの定 義のところ になる
のですけれども、 現在の定義と して書いてあ る案は原則と してなので すが、ヒトに おける
有害事象が出てい ないことを前 提に用いると いう言葉が含 まれていま す。ですので 、その
摂取量として、ど こまで摂取し たかという別 の統計とか、 そういった ところからの 数字が
あったとしても、 それが有害事 象と結びつい ているかどう かをどうや って確認する かが、
実際に使ってくる 際には結構難 しいのではな いかという気 もしています ので、そうす ると、
自ずとヒトにおけ る知見として 集められた中 で、実際に摂 取された量 の中の最大と いうと
ころに結局落ち着いていくのかなという一つのイメージもあります。
ただ、これは今の 段階で決めつ ける必要は ないのですが、何を申し上 げたいかと言 うと、
実際に定義をどう 定めるかとい うところとも 若干リンクし てくるので はないかとい うこと
を問題提起というか、指摘をさせていただきたいと思います。
○頭金座長

ありがとうございます。

恐らくHOIにどう いう資料が決 定するかとい う話があっ たら、定義の ところにも それは
反映されることに なるかと思 いますけれど も、いかがで しょうか。 このHOIの設定 に必要
な資料をどういう ものにするか 。そこをどの ように記載す るかという ことなのです が、ど
うぞ。
○髙橋課長補佐

HOIにつきまし ては、どのよ うな資料が 必要かに関連 し、定義も 重要か

と思いますので、 定義は今後の 御議論とは思 うのですが、 御意見を踏 まえてまとめ られな
いか、検討させていただければと思います。
○頭金座長

一応 、今までの 議論を踏まえ て、事務局の ほうでHOIの必 要な資料は どうい

うものがあるかと いうことをま とめて、それ をどこに記入 するかとい うことも含め て検討
してもらいたいと 思いますので 、それでよろ しいですか。 何か意見が ありましたら 、事務
局のほうにお伝えいただければと思います。
それ以外に、このヒトに おける知見で コメント 、意見はござ いますか 。よろしいで すか。
それでは、あと 15分くらいな のですが、次に「 2

体内動態」と「 3

毒性 試験」につい

て、事務局から説明をお願いします。
○後藤評価 専門官

あり がとうご ざいま す。 52ペー ジを御覧 くださ い。「 2

体内動 態」

です。「（1）」～「（3）」までございます。
「（ 1） 」につ きまし ては、 前回の 御議論 を受け まして 、「動 物」と 「実験 動物」 のど
ちらの用語を用い るかというこ とで、他の指 針も参考とし たほうがい いということ でした
ので、事務局のほ うで他の指針 を確認させて いただきまし た。「動物 」と「実験動 物」の
両方の記載がござ いまして、と りあえず現状 の案では「動 物」という 言葉で統一を させて
いただいておりま すが、「実験 」という言葉 が必要でした ら、「実験 動物」で統一 をさせ
ていただきたいと存じます。
53ペ ージで す。「（ 2）」に つきまし ては、 前回の 御議論を 踏まえ まして 「化学構 造」
とさせていただき、その脚注の「（7）」について、修正をさ せていただき ました。
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その下 の「（ 3）」で すけれ ども、 「特定 の集団 」とい う用語 で統一 をさせ ていた だき
ました。ここまでが体内動態になります。
54ページ をおめくりい ただきまして 、2行目「 3

毒性試験 」です。前回のワーキ ンググ

ループの御 意見を 踏まえ まして、 下の約 3行分のと ころを 11ペ ージか らここ に移動を させ
ていただきました。
以上、よろしくお願いいたします。
○頭金座長

ありがとうございます。

それでは 、 52ページ の「 2

体内動態 」のと ころで すが、こ れは北 條先生 のほうか ら先

ほど出てきました けれども、動 物のデータと するか、ある いは実験動 物のデータと するの
かということです が、いかがで しょうか。北 條先生から前 回もコメン トをいただい たと思
いますけれども。
○北條専門参考人

事務局に調 べていただい た文言も考え ますと 、ほかの指針 では「 動物」

であったり「実験 動物」であっ たりとばらば らということ でして、あ とはよくよく 考える
と、毒性試験だけ を見れば「実 験動物」にし たほうがいい かなと思っ て提案させて もらっ
たのですけれども 、関連する情 報を広範囲か ら収集すると いう考えに 基づけば「動 物」で
もよろしいかなと思われました。
○頭金座長 「 動物」の ままでもいい のではない かという御意 見です。いかがでしょ うか。
確かに毒性試験以 外では実験動 物と考えにく いのですけれ ども、代謝 の場合はほか の動物
から得たデータも 使うのではな いかというよ うな意見が前 回も出てい たかと思うの ですが、
よろしいですか。では、ここは「動物」という形でいきたいと思います 。
53ペ ージの 2行目です 。「化 学形態」 という 言葉が そぐわな いので はない かという こと
で、「化学構造」 という文言に 変えておりま すけれども、 いかがでし ょうか。関連 して、
53ページの 脚注の中で「光学異 性体など」というも のを削除して おりますけ れども、ここ
につきましてはい かがでしょう か。これでよ ろしいですか 。では、こ の「化学構造 」とい
うことで修正をしたいと思います。
あとは 54ペー ジの 2行目か ら「 3

毒 性試験」 がござい ます。こ こは 6行目 から追記 され

ています。これは 先ほど事務局 から説明があ りましたよう に、総論の ところから各 論に移
したということですけれども、ここでよろしいですか。
よろしければ、「 2

体内 動態」と「 3

毒性試 験」につきまし て、御意見、コメ ントが

ありましたらお願いしたいと思います。
横田先生、どうぞ。
○横田専 門委員

さっ き言い 逃して しまっ たので すけれ ども、 先ほど 「（ 2） 」の化 学構

造の脚注「（7）」のところで「光学異性体など」を消してい るのはなぜで したか。
○頭金座長

ここは前回、合田先生から。

○髙橋課長補佐

53ペー ジの真ん中あ たりの四角に ございますが 、合田先 生から、光学異

性体は例示として適切でないのではないかいう御意見を承りました。
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○横田専門委員

私は、その除いたほうがいいという理由がよくわからないです。

○柴田専門委員

実際には活性系しか使用していないのではないでしょうか。

○横田専門委員

例えば、前に 不純物とかい う話もありま したように 、生成して入 ってく

る場合があったりとか、そういうことはないのですか。
○柴田専門委員

それは不純物でいいのではないですか。

○横田専門委員

不純物のほうにということですか。わかりました。

○頭金座長

よろしいですか。佐藤先生、どうぞ。

○佐藤委員長

戻 って申しわけ ないですけれ ども、「実験 動物」か「 動物」かとい うとこ

ろで北條先生に伺 いたいのです が、「実験動 物」はどうい う範囲をお 考えになって います
か。「動物」のほうがいいというのがよくわからないのですけれども。
○北條専門参考人

最初に「実 験動物」と御 提案したとき には、牛と か家畜のデー タです

ね。毒性試験自体 では家畜は使 ったりはしな いので、「実 験動物」で 統一されたほ うがい
いかなと意見を出 させてもらっ たのですけれ ども、毒性に 限らず、そ の他の例えば 、先ほ
ど頭金先生がおっ しゃったよう に代謝試験と か、実験動物 ではない動 物を使ったデ ータと
かも参考になるか もしれない情 報を集めると いう意味では 、実験動物 の枠で狭くし ておか
ないで、広い範囲 での動物に関 する情報を集 めたほうがい いかなと思 いましたので 、「実
験」はとってもいいかなと再考しました。
○佐藤委員長

別 に動物だから と言って、野 生の動物を考 えられると いうことでは ないで

すね。
○北條専門参考人
○佐藤委員長

はい。

代 謝実験などを しているのだ と「実験動物 」でもいい ような気もす るので

すけれどもね。
○頭金座長

どうぞ。

○山添委員

ヒト と動物を考え た場合、多く の動物のデー タを利用す る場合は、そ の動物

種が均質の特性を 持っていて、 同じように変 動の幅が小さ いものとし て利用するわ けです
よね。それで動物 種のものとヒ トとの類似と いうか、ヒト は雑種です から、ばらつ く。そ
うすると、基本的 に野生の動物 とか、余り汎 用されない動 物のデータ は、ほとんど 利用で
きないと思うので す。ほとんど 実験動物種の データでない と、要する にほかとの比 較がで
きないので、私は実験動物種でもいいのかなという気はしています。
○頭金座長

いかがでしょうか。柴田先生、どうぞ。

○柴田専門委員

誤解を招いて しまうのでは ないかと思う のです。実 験動物の栄養 吸収は

ヒトと異なる場合 があるという ことで、では 、ほかの野生 動物はヒト と一緒ですか と、い
いがかりをつけられないかなと思うので、ここは「動物」ではないかな と思います 。
○山添委員

そこ はおっしゃる とおりだと思 います。ただ 、そういう データを実際 に比較

に使いようがない 。つまり、実 験動物種であ るということ は、ラット なりマウスの 系統が
わかっていて、そう いうものであ れば、こうい うbehaviorをするし、 吸収とか動態 の違い
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はサイエンティフ ィックに、例 えば、トラン スポーターの 発現がラッ トとヒトでは 違うと
か、そういうエビ デンスがほか にバックグラ ウンドにある から、その 違いの根拠が わかる
わけですよね。野 生動物なり、 余り汎用され ない動物のデ ータを使っ たところで、 実際の
ところは外挿性に何もできないのではないかと思います。
○柴田専門委員

あえて実験動 物と言わなく ても、動物と 書けば、そ れを想定する と思う

のです。水に溶か したというと きに、水道水 などで試薬を 溶かしませ んよね。それ と同じ
くらいの言葉だと思うのです。何々を水にて溶解する。
○山添委員

ここ は全く逆のこ とを考えて、 動物だとカエ ルを使う、 イモリを使う という

話なのです。当然ここのところで哺乳動物を想定していますよね。
○頭金座長

どうぞ。

○石見専門委員

栄養成分に当 てはまるかど うかはわから ないのです けれども、野 生動物

でもこういう餌を 食べていると 不妊になると か、割と実験 動物でなく ても、野生動 物でこ
ういう草を長期間 摂取すると不 妊になるとい うデータは結 構使われる ことがあるの で、そ
れが栄養成分に対 応するかどう かはわからな いですけれど も、全くな いということ はない
と思います。
○山添委員

もち ろんそうです 。ただ、その ことのデータ をヒトへの 外挿性のとき に使え

るかというと、それは使えないですよね。
○石見専門委員
○山添委員

外挿はしないと思います。

例え ば、動物実験 のデータはあ くまでもヒト とのデータ に最終的に何 らかの

サポートなり、補 助的な情報を 提供する意味 で動物実験を 使っている わけですよね 。だか
ら、私はそれに使 えるものだけ でいいのでは ないかと思う のです。あ えて栄養成分 の場合
は、ほかの化学物 質と違って、 ヒトのデータ を重要視しま しょうと最 初に言ってい るわけ
です。そこのところの違いを含めると、私は実験動物でもいいのかなと 思ったので す。
○頭金座長

いかがでしょうか。

○佐藤委員長
○頭金座長

何かイメージの違いみたいな感じですね。
そう ですね。ここ に「実験動物 」か「動物」 だけにする かと言って、 この指

針の大きな方針が変わるということはないと思いますが。
○柴田専門委員
○山添委員
○佐藤委員長
○山添委員

お任せします。

別にどちらでもいいです。
そういうイメージでやっているのだったら、いいと思います。
要は 確認でコンセ ンサスを得て 、皆さんは哺 乳動物を想 定されている でしょ

うし、その辺のと ころで確認だ けをして、議 事録には残っ ていますか ら、どういう ものを
想定しているか発言をしておけば、それで確認がとれると思います。
○頭金座長

それ では、ここで 使うデータと いうのはあく までも通常 、我々が実験 に使う

ような動物を想定 しているとい うのが基本に なって、非常 に例外的に 何か、データ がない
ときには、ほかの 動物について 参照すること はあるかもし れないけれ ども、基本こ このリ
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スク評価に使うデ ータは実験動 物であるとい うことを先生 方がコンセ ンサスとして 持って
おられるというこ とで、ここは 「動物」とい うことにした いと思うの ですけれども 、よろ
しいでしょうか。
その他、この「 2

体内動態」 と「3

毒性試験」のとこ ろで何かご ざいましたら お願い

したいと思うのですけれども、よろしいですか。
それでは、全般 に関しまして も、本日議論 をいただいた ところに関 しまして、何 か追加
でコメント、御意 見がありまし たらお願いし たいと思うの ですけれど 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
に向けた議論をこれまでにしたいと思います。
それでは、同指 針案につきま しては、本日 いただきまし た議論、こ れまでのワー キング
グループでの議論 を踏まえまし て、非常に重 要な点につき ましては、 議論がなされ たと思
いますので、次回 に関しまして は、本日の議 論で積み残し た点、指針 案全体の確認 を中心
に審議を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、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。
よろしいですか。
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、平成 29年 2月 1日水 曜日 14～17時 の予定でござ います。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 7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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