食品安全委員会評価技術 企画ワーキンググループ
（第９回）議事録

１．日時

平成30年3月30日（金）

10:00～10:46

２．場所

食品安全委員会中会議室（赤坂パークビル22階）

３．議事
（１）ベンチマークドーズ法の指針作成に向けた議論
（２）その他

４．出席者
（専門委員）
川村座長、広瀬専門委員、赤堀専門委員、岡田専門委員、山田専門 委員
（専門参考人）
井上専門参考人、小坂専門参考人、西浦専門参考人
（食品安全委員会）
佐藤委員長、山添委員、吉田委員、山本委員
（事務局）
川島事務局長、小平事務局次長、吉田評価第一課長、吉岡評価第二 課長、池田 評価情
報分析官、橘 評価技術企 画推進室長 、窪崎課 長補佐 、山原評価専 門官、石神技術参与 、
比留間技術参与

５．配布資料
資料１

BMD法の実施手順を検討する上で議論すべき論点（案）

資料２

BMD法のフロー（素案）と論点

資料３

ワーキンググループスケジュール（案）（3月30日時点）

参考資料１

「用量－反応 関係分析の課 題」
（評価 技術ワーキ ンググループ（第７回 ）配
布資料）

参考資料２

「 ベンチマーク ドーズ（BMD ）法の最近の 動向について 」（評価技術 ワーキ
ンググループ（第７回）配布資料）

参考資料３ 「ベン チマークドー ズ（BMD）法で使用する 数理モデル の意味合い的 由来と
モデル選択につい て」（評価技術 ワーキング グループ（第 ８回）配布資 料）
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参考資料４

新 たな時代に対 応した評価技 術の検討～化 学物質の毒性 評価のため の（Q）
SAR及びRead acrossの利用～

６．議事内容
○川村座長

それ では、定刻に なりましたの で、ただいま から第９回 「評価技術企 画ワー

キンググループ」 を開催いたし ます。先生方 には、お忙し い中、御出 席いただきま してあ
りがとうございます。
机上に配布しました資料の一番上の議事次第を御覧ください。
本日は、５名の 専門委員の先 生方が御出席 でございます 。また、専 門参考人とし て、井
上専門参考人、小坂専門参考人、それから西浦専門参考人に御出席いた だいており ます。
食品安全委員会からは４名の委員が御出席でございます。
それでは、議事 を進めます。 本日の議題は 「ベンチマー クドーズ法 の指針作成に 向けた
議論」です。
開催通知等で御 連絡いたしま したように、 本日の会議に つきまして は、公開で行 います
のでよろしくお願いいたします。事務局より資料確認をお願いいたしま す。
○窪崎課長補佐

本日の資料確 認の前に１点 修正をお願い したいと思 います。資料 を１枚

めくっていただき まして、座席 表の日付が平 成29年になっ ております 。30年に変更 させて
いただきます。こちらは、ホームページ掲載までには修正させていただ きます。
では、本日の資料です。議事次第、座席表、専門委員名簿のほか、
資料１「BMD法の実施手順を検討する上で議論すべき論点（案）」。
資料２「BMD法のフロー（素案）と論点」。
資料３「ワーキンググループスケジュール（案）（3月30日時点）」。
これらは、近日中にホームページに掲載されます。
また、参考資 料として 、第７回評価 技術企画ワ ーキンググル ープにおいて 川村専門委員・
広瀬専門委員に御 発表いただき ました資料、 第８回ワーキ ンググルー プにおいて西 浦専門
参考人に御発表い ただきました 資料、そして 本年度の夏に 取りまとめて いただきまし た（Q）
SAR、Read acrossの報告書をお配りしております。
配布資料の不足 等はございま せんでしょう か。過不足等 がございま したら、事務 局まで
お申し出いただけたらと思います。
○川村座長

続き まして 、事務局から「食品 安全委員会に おける調査審 議方法等につ いて」

に基づき必要とな る専門委員の 調査審議等へ の参加に関す る事項につ いて報告を行 ってく
ださい。
○窪崎課長補佐

それでは、本 日の議事に関 する専門委員 等の調査審 議等への参加 に関す

る事項について報告します。
本日の議事につ いて、専門委員 の先生方か ら御提出いた だいた確認書 を確認したと ころ、
平成15年10月２日 委員会決定に 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
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る専門委員はいらっしゃいません。
○川村座長

先生方、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。

よろしいですね。
それでは、議事１「BMD法の指針作成に向けた議論」に入りたいと思 います。
これまで、本ワ ーキングルー プではベンチ マークドーズ 法の現状と 課題について 審議し
てきました。これ までの審議内 容を簡単に振 り返りますと 、第７回の ワーキンググ ループ
では、私と広瀬専 門委員からベ ンチマークド ーズ法の現状 と課題につ いて情報提供 をいた
しました。ベンチ マークドーズ 法を採用する か否かという 問題も考え なければいけ ません
けれども、仮に採 用したとして も、例えばモ デルの統合と いうものも 含めましてモ デルの
選択、それからRes trictionの問 題、BMRの設 定など、実際 の取り扱い に向けて合理 性とか
実現性、それから フィージビリ ティーも含め たさまざまな ことを、今 後ワーキング グルー
プで検討する必要性が明らかになりました。
第８回ワーキン ググループで は、西 浦専門参考人 から、B MD法に使わ れている数理 モデル
そのものの統計学 的な背景につ いて御解説い ただくととも に、モデル の選択、モデ ルの平
均化、BMRの設定、Restrict ionなど、特にBMD 法を採用した 後に生じる 諸課題につい て西浦
先生のお考えを御紹介いただきました。
手順の決定に向 けまして、我 々として疑問 に思っている 点、着地点 が見出せそう な点も
ありますし、これか らもっと議論 を深めなけ ればいけない ような問題も あると感じま した。
本日は、BM D法の指針策 定に向けた議 論を進めてま いりますけ れども 、事務局が資 料を準
備するに当たりま して、先生方 にまとまった 時間をいただ いて、論点 の立て方の相 談や論
点に対する意見の聞き取りがあったかと思います。
先生方のお考え も取り入れて 資料を作成し たとのことで すので、ま ずは事務局か ら御説
明をお願いいたします。
○山原評価専門官

それでは、資料の説明に移りたいと存じます。

お手元の資料１ と資料２は、 第７回のワー キンググルー プ、第８回 のワーキング グルー
プの資料に基づき まして事務局 で検討いたし ました案を、 先ほど座長 から御紹介ご ざいま
したとおり、専門 委員の先生方 に御意見を伺 いながら修正 ・整理した ものでござい ます。
論点の立て方と各 論点に対する お考え、そし て各論点にお きまして、 議論で決定で きそう
な事項と情報収集が必要な事項につきましても御意見をいただいており ます。
資料１につきま しては、今後 御審議いただ きたい論点を 個別に整理 した資料でご ざいま
す。
資料２は、資料 １で整理した 各論点がベン チマークドー ズ法のどの 段階のものを 指して
いるのか、大まかに整理したものでございます。
本日の進め方で ございますが 、資料２で全 体を俯瞰いた だきながら 、次に各論点 につい
て事務局が整理した情報を御紹介しながら、先生方から御意見をいただ きたく存じ ます。
それでは、資料 ２を御覧くだ さい。こちら はアクリルア ミドの評価 でベンチマー クドー
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ズ法を適用したと きのフローを 参考に、事務 局で素案とし て整理した ものでござい ます。
御審議の結果、取 りまとめる手 順がこのフロ ーに一致する とは限りま せんので、お 含みお
きください。
さて、ベンチマ ークドーズ法 の実施手順を 大まかに御説 明申し上げ ますと、どの ような
試験／研究、エン ドポイントを 対象に推計す るのかの判断 を経まして 、ベンチマー クレス
ポンスの指定を行います。
次に、生物学的に あり得ない用 量反応曲線 を避けるため の機能でござ いますRestri ction
の取扱いそのもの についても考 えながら、BM DとBMDLを数 理モデルごと に算出いたし ます。
その後、モデル 適合性の評価 というステッ プでデータに フィットし ないモデルを 棄却い
たします。
棄却されなかっ たモデルを対 象に、次の代 表モデルの決 定というス テップで選抜 を行い
まして、当該試験のBMDLを決定いたします。
以後のステップ といたしまし ては、ほかの 試験データ、 BMDLなどと 比較しながら 、当該
化学物質のTDIやMOEを求めるという流れになっております。
このベンチマー クドーズ法は 動物試験にも 疫学研究にも 使用できま すが、動物試 験であ
れ、疫学研究であ れ、同様の流 れになるよう でして、資料 １の各論点 がそれぞれど このス
テップに該当するかを右半分に記載しております。
疫学研究につき ましては資料 １の論点６で 詳細を御紹介 いたします が、各ステッ プに分
けて議論する前に 検討する事項 があると考え ておりまして 、現時点では BMRの指定以 降を一
まとめの論点にしております。
続きまして、資 料１を御覧く ださい。これ から各論点の 御紹介に参 りますが、資 料１は
情報量が多くござ いますので、ま ず、事務局か ら論点２の終 わりまでを 御説明いたし ます。
それでは、１ペ ージを御覧く ださい。まず 、論点１でご ざいますが 、食品健康影 響評価
におけるBMD法の位 置づけと指針 の必要性に ついて議論を 始める前に、ある程度整理 すべき
ではないかという 御意見が先生 方から多くご ざいましたの で、
（ １）と 項目で整理を さしあ
げております。
上から１つ目、 ２つ目、３つ 目の○の記載 内容でござい ますが、こ ちらはこの夏 に先生
方に取りまとめい ただきました（Q）SAR、Read acrossの報 告書の文章 を引用さしあ げてお
ります。
４つ目の○でご ざいますが、 ベンチマーク ドーズ法の特 徴でござい ます用量反応 関係全
体を関数化いたし まして、反応 の大きさから 指標値を判断 する方法で あること、設 定され
た試験用量ではない値が指標値として得られるといった内容を記載して おります。
上から５つ目の ○でございま すが、ベンチ マークドーズ 法の特徴で ございます単 一の試
験、あるいは研究 から無毒性量 を把握する際 に生じるサン プリング誤 差も加味した 指標値
も得ることができ ること、これ までに遺伝毒 性発がん物質 の毒性評価 において活用 されて
きていること、欧米 では一貫性を もってBMD法 を運用するた めにガイダ ンスが整備さ れてい
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ることを整理しております。
その次の○でご ざいます。化 学物質の無毒 性量を把握す るに当たり ましては、可 能な範
囲でBMD法を使用す ることが望ま しい。一方 で、BMD法には 技術的な課 題があるので はない
かといった御指摘をいただいております。
今後でございま すが、食品安全 委員会がよ り一貫性かつ 透明性を確保 してBMD法を 運用す
るに当たりまして は、BMD 法の有する技 術的な課題を 踏まえまし て、指 針を作成する 必要が
あるのではないかという記載をしております。
ページをおめく りいただきま して（２）で ございます。 ベンチマー クドーズ法を 検討す
る際の留意点とい たしまして、 疫学研究、動 物試験それぞ れに留意点 があるのでは ないか
という御意見がございまして、以下まとめております。
まず、２ページ の２行目でご ざいます。疫 学研究につき ましては、 評価資料とし てそも
そも活用できるか どうかの吟味 が重要ですと いうことが一 点。その際 に、疫学研究 の種類
に応じた研究デザ インの妥当性 を確認すべき ではないかと いう御意見 をいただいて おりま
す。
また、エンドポ イントに臨床 学的意義があ ること、用量 反応関係が 成立している ことを
確認する必要があるのではないかという御意見をいただいております。
８行目からは動 物試験でござ います。特に 文献報告の場 合ですと、 試験設計を注 意して
みる必要があるの ではないかと いう御意見、 また、こちら も疫学研究 と同様の趣旨 でござ
いますが、エンド ポイントに毒 性学的な意義 があるかどう か、用量反 応関係が成立 してい
るかどうかも確認する必要があると御意見をいただいております。
また、15行目以 降でございま すが、エンド ポイントに用 量反応関係 が成立をして 、イベ
ントが認められた 用量が２点以 上ある場合に 使用してはど うかという 御提案をいた だいて
おります。
18行目以降、括 弧書きでポツ を３点ほど事 務局から御紹 介さしあげ ておりますが 、こち
らはEFSA が2009 年に公 表いた しま したガ イダン スにお きま して、 こうい った ケース でBMD
法が使われるので はないかとい うことで、具 体例として挙 げさせてい ただいている もので
ございます。指針 として取りま とめる段階ま でにこういっ た条件を入 れるかどうか も含め
まして、御議論が必要かと事務局では考えておるところでございます。
25行目からの米 印でございま す。この論点 １に関しまし てですが、 広瀬先生の御 発表に
もございましたと おり、毒性病 理学的所見を 対象にこの方 法を活用す る際に、過去 の事例
を参照する範囲で はございます が、病理所見 のグレードの 取扱いがさ まざまであっ たとい
うケースも散見さ れました。今 後、より科学 的な考え方を 整理する必 要があるので はない
かと今は整理をしております。
ページをおめく りいただきま して、３ペー ジの２行目か らでござい ますが、こち らは論
点２といたしまして、動物試験のBMRの指定についてまとめております 。
４行目でござい ます。二値データと 連続値データ ともに 、毒性学的に 意味のあるBM Rを指
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定すべきではないかという御意見です。
また、二値デー タの場合、EFS AやEPAにつ きましては、N OAELとBMDL1 0を比較した 検証結
果から、BMR1 0％を既定値 として参照す ることとして おりまして 、現時 点ではその考 えを容
認することが現実的ではないかといった御意見です。
また、連続値デ ータにつきま して、EFSAは ５％、EPAは 対照群の平均 値を1SDに換 算した
値を、それぞれBMR を指定する際 の参考値とし てガイダンス で示してい るようでござ います
が、連続値データ の分布の多様 性を考慮すれ ば、このよう な画一的な 指標を決定す ること
は困難ではないかといった御意見をそれぞれいただいております。
同じページの16 行目でござい ますが、BMRに 関しまして、この二値デー タにつきまし ては、
BMR10％が妥当であ るかどうか、 NOAELとの比 較だけではな く、毒性学 的な意義づけ につい
ても可能な範囲で 検討する必要 があるのでは ないかといっ た御意見を いただいてお ります。
資料１、論点２までの説明は以上でございます。
川村座長

ありがとうございました。

ただいまの事務 局からの説明 、論点１と２ につきまして 、何か御質 問とか御意見 はござ
いますでしょうか。
最初の論点です けれども、まず、BMD法 を利用すると いう前提に 立った場合、最初 に考え
ることが研究の試 験の選択とい う問題ですけ れども、それ に先立ちま して最初に今 までの
経緯をまとめてい だたいており ます。NOAEL 、LOAEL法とい うカテゴリ ーに分けたと きのカ
テゴリー間の統計 学的な有意性 による閾値の 設定という、 確率論とい いますか、確 かさで
カテゴリー間の違 いを判断して いたものから 、BMD法という のは反応の 大きさで基準 をつく
るということで、 基準値のつく り方としては 数理的にかな り異なるも のですので、 考え方
を変えるというこ とになります から、やはり 、ここは慎重 な議論が必 要ですし、今 までの
経緯や試験的に使 われた事例に ついての検討 などもきちん と進める必 要があるかと 思いま
す。
それから、疫学 研究などでは いろいろと難 しい独自の問 題もありま して、もちろ ん動物
試験と共通の問題 も少なからず あるのですけ れども、やは り、疫学研 究は人間を相 手にし
たものであります ので、使えれ ば使いたいけ れども、さま ざまな限界 があって、完 全に同
じ土俵に乗せるわ けにもいかな いので、疫学 研究を使う場 合の特段の 留意点につい て検討
する必要があると いうことです。もちろん、動 物実験におい ても留意す べき点がある ので、
これもきちんと吟味する手順を踏まないといけないということになりま す。
そのほか、BMRをどう するかという ことで、どこに合 理性がある かとか、あるいは いわゆ
る既定値といいま すか、デフォ ルトの設定が 妥当かどうか ということ も含めて、い ろいろ
検討する必要があ りますし、そ こをきちんと 説明できる状 態に持って いかないとい けない
と座長としては考えております。
今まで振り返り まして、その ような観点を 持ちます。も ちろん、ま だ答えができ る状態
でもないと思いま すけれども、 今までの議論 の進め方です とか、ある いはそこで浮 かび上
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がった問題点につ きまして、御 意見、御質問 がありました ら出してい ただけますで しょう
か。
よろしいですか。
広瀬先生、どうぞ。
○広瀬専門委員

特に追加する ことはないの ですけれども 、原理原則 的なこともさ ること

ながら、やはりこ れまでどう使 われてきたと か、そういっ たことをも っと整理する なり足
りない部分は何ら かの方法で補 うなりという ことをやって いったらい いのではない かとい
うコメントです。
○川村座長

今、 広瀬専門委員 から御指摘が ありましたよ うに、これ は行政目的で やるも

のですし、現実に 今までやって きた実績もあ りますので、 過去の事例 がどうであっ たかと
か、あるいは新た にシミュレー ションのよう なことを行わ なければな らないのかと いうよ
うなこともあるか と思います。 その上で、行 政の連続性と か、あるい は国民に与え る、あ
るいは産業界に与 える影響の大 きさなども考 えますと、や はり歴史を 踏まえて論理 性を十
分に確保して進め なければいけ ないというこ とで、慎重な 審議、ある いは未解決の ものに
ついては新たな検 討、さらにい ろいろな調査 も含めて情報 収集は続け ていかなけれ ばいけ
ないだろうなと思っています。
よろしいでしょうか。
それでは、その続きにつきまして、事務局のほうからお願いいたしま す。
○山原評価専門官

続きまして、論点３、論点４、論点５までを御説明申し上げます。

資料１、３ペー ジの23行目を 御覧ください 。食品安全委 員会でこれ からモデルの 決定方
法を検討するに当 たりましては 、海外の評価 機関の間で数 理モデルの 選択方法が異 なる現
状がありますもの で、まずは数 理モデルの決 定に係る基本 的な原則を 確認する必要 がある
のではないかと御意見をいただいております。
その際に、化学 物質とエンド ポイントの組 み合わせによ って、その 用量反応相関 を説明
する数理モデルは 、動物試験や 疫学研究の結 果によらず単 一に決定さ れるのではな いかと
いう御意見。
また、用量反応 相関を数式化 したいエンド ポイントに対 する「発現 機序を数式化 した」
数理モデルが実際 に存在してお りましたら、 その数理モデ ルを優先的 に用いるべき ではな
いかという御意見を頂戴いたしました。
一方、そのような 数理モデルが 存在するエ ンドポイント は非常に限ら れております ので、
BMDSなどのソフト ウエアに収載 されておりま す数理モデル の中から選 択せざるを得 ない現
状も踏まえるべきではないかという御意見もいただきました。
また、４ページ の２行目にな りますが、動 物試験や疫学 研究で得ら れたデータに はサン
プリングの不確実 性が存在して おりますので 、別の試験、 別の研究で 得られた用量 反応も
参考に、妥当な数 理モデルを総 合的に判断す べきではない かという御 示唆もいただ いてお
ります。
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７行目からは技 術的な課題で ございますが 、数理モデル の決定に係 る基本的な原 則を踏
まえながら、適切 なモデルを選 択するための 考え方を体系 的に整理す る必要がある のでは
ないかという投げかけです。
また、適切なモ デルを選択す るための考え 方として、海 外の評価機 関の考え方を 参照い
たしますと、例え ば最も低いBMD Lが得られる モデルを選択 する方法で ありましたり 、最も
低いAICが得られる モデルを選択 する方法で ありましたり、モデルの平 均化などが採 用され
ているようでござ いますが、現 段階で議論に よりこれらか ら絞り込む ことは難しい のでは
ないかという御感触もお寄せいただいております。
続きまして、論点４、18行目でございます。
二 値 デ ー タ の 場 合 で ご ざ い ま す と 、 Gamma , Loglo gistic, LogProbit, Multis tage,
Weibullの各モデル につきまして は、生物学 的意義づけに よりますRest rictionの有 無の選
択理由を付すこと ができない限 り、Restrict ionがonとoff の両方でフ ィッティング を検討
してはどうかという御意見。
また、連続値データ の場合ですとP owerモデル、Hill モデルにつ きましても、二値 データ
のときと同様、onと offの両方で フィッティン グを検討して はどうかと いう御意見を いただ
いております。
27行目からは技 術的な課題で ございますが 、Restriction の必要性そ のものにつき まして
も、先ほど申し上 げた論点３の 検討とあわせ て整理する必 要があるの ではないかと いうお
投げかけがございました。
31行目からは別 の論点でござ います。モデ ルの適合性の 評価でござ いますが、あ る試験
から得られた反応 量に基づきま して用量反応 関係を数式化 する際に、 生物学的に解 釈が難
しい結果が得られ ることがござ いまして、こ れらを除外す る目安が、 この方法の運 用上必
要ではないかという御意見をいただいております。
除外の考え方そ のものでござ いますが、試 験データのサ ンプリング エラーにも鑑 みまし
て、科学的に明ら かに妥当でな いもののみを 除くことが妥 当ではない かという御意 見もい
ただきました。
５ページでござ います。こち らの適合性を 判断する指標 といたしま しては、国内 外の事
例を見ますと、適合度 検定ｐ値であ りましたり、BMDL/ BMD比であり ましたり、BMDL/ 最低用
量比でありました り、AIC、また、グラフの目 視といったも のが活用さ れているよう でござ
います。実際はこ れらを組み合 わせて判断し てはどうかと いう御意見 もいただいて おりま
す。
６行目からが技 術的な課題で ございますが 、これら各指 標の組み合 わせ方につき まして
も、論点３の検討とあわせて整理する必要があるのではないかという御 意見です。
また、８行目か らでございま す。各指標の 基準、例えば でございま すが、BMDL/BM D比が
0.1倍以上というよ うなカットオ フを設ける 際にも、その数 字の妥当性 を検証する必 要があ
るのではないかといった御意見もいただいているところでございます。
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論点５までの説明は以上でございます。
○川村座長

ただ いま、事務局 から論点３、 ４、５まで説 明がありま したけれども 、この

部分につきましては、委員の先生方、御意見とか御質問とかございます でしょうか 。
モデルというの は観念の産物 なので、何と なく空気をつ かむような ところがない ではな
いのですけれども 、我々が行う 実験とか、あ るいは疫学調 査というも のは、あくま でもサ
ンプルであって、 サンプルの観 察結果から真 実を推しはか るという作 業になります 。その
ときに、サンプル というのはラ ンダムに母集 団から選ばれ てくるとい うたてつけな のです
けれども、なかなか 実際、ランダ ムといっても きれいなラン ダムになっ ているとは限 らず、
特に標本数が少な いものもあり ますので、そ うすると偶然 の偏り、こ こではサンプ リング
エラーと書かれて おりますけれ ども、しかし 、どのぐらい 偏っている かは実はわか らない
わけですね。だか ら、そういう ことを確率論 的に頭の中で 設定して、 では本当の姿 は何だ
ろうということでモデルというものを構築するわけです。
その中で、幾つ かのモデルが 用意されてい るわけですが 、しかし真 の姿は見えな い。見
えない中で真の姿 を探らなけれ ばいけないと いうなかなか 難しい作業 をしなければ いけな
いので、ここのあ たりは西浦専 門参考人を中 心に、いろい ろな角度か ら主に論理の 問題、
それから実際に当 てはめてどう かというよう な過去の経験 に基づいて 御説明をして いただ
いて、委員の先生方に投げかけているところでございます。
そういう経緯で 悩ましいとこ ろが幾つかあ りますけれど も、モデル を決めないと いけな
いということ、そ れから、その モデルに基づ きまして、ど ういう指標 を用いるか、 どうい
う指標を計算しな ければいけな いかというこ と、それから 、そのモデ ルがどのくら い真実
をあらわしている か、あるいは モデルのパフ ォーマンスは どの程度か ということを 評価す
る指標があります ので、そういったAIC のような指標 とか、目で見ると いうかなりイ ントゥ
イションに基づく 確認もありま すけれども、 そういった妥 当性の確認 といったこと も必要
になってくるかと思います。
論点３、４、５につきまして、御意見とかそのほか御質問ございませ んでしょう か。
どうぞ。
○広瀬専門委員

これも特に論 点をふやすと いう意味では ないのです けれども、こ こに書

いてあるそれぞれ のやり方とい うのは 、EFSAなりの ガイダンスと か、EP Aのガイダン スをあ
る意味そのまま準 用してきた結 果の疑問点と いうことにな ると思うの で、そのガイ ダンス
がどうできたかと いうのもさる ことながら、あるいはEFSA とかEPAのや り方をある意 味比較
するなり検証する なりといった ことをやって みないと疑問 は疑問で終 わってしまう ので、
この辺は直近の課題かなとちょっと思います。
○川村座長

今、 広瀬専門委員 から御指摘が ありました点 は非常にご もっともで、 最初に

観念の産物と言い ましたけれど も、それが実 際にどう適用 できるか、 どんな問題点 が起き
てくるかというの は理論的な検 討だけではわ かりませんし 、実際の実 験というのは いろい
ろな条件下、いろ いろな設定で 行われますの で、なかなか その論理ど おり行くかど うかわ
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かりませんので、 今までの過去 の検討事例で すとか、ここ においても シミュレーシ ョンと
いったようなこと を行って、実 際使うとすれ ばどんなこと に気をつけ ないといけな いか、
その前にどんな問 題点が生じ得 るのかという ことを、でき るだけ実例 ベース、ある いはシ
ミュレーションと して確認する ことが必要で あろうと思い ます。です ので、まだそ の論理
だけで書き切って しまうのは難 しいですし 、EFSAやE PAの経験は 十分に踏まえ た上で 、実際
にどういう問題が起きるかというのは、ちょっと確認する手順は必要だ ろうと思い ます。
ほかに御意見とか御質問はございませんでしょうか。
それでは、事務局はまた続きをお願いします。
○山原評価専門官

最後に論点６、５ページの14行目からでございます。

こちらは、先ほ どの論点１と 一部重複する ところはござ いますが、 疫学研究につ きまし
ては、そもそも評価資料として活用できるかどうかの吟味が重要である という御意 見。
そしてその際に 、16行目以降 でございます 、特に対象集 団やばく露 状況の把握、 エンド
ポイントの意義、 交絡、複数の 研究の統合に ついてよく吟 味すべきで はないかとい う御意
見も頂戴いたしました。
また、20行目か らでございま すが、これか ら手順を検討 するに当た りましては、 個別デ
ータの入手可能性も重要な要素ではないかというお投げかけもございま した。
以下【事務局よ り】ボックス でございます が、こちらは 平成22年度 から24年度に かけま
して食品健康影響 評価技術研究 で、過去の適 用事例として 以下の３点 の方法が整理 されて
おります。
１つ目が、EFSA が2009年にガ イダンスで決 めた方法でご ざいます。 全データに合 致した
量－反応曲線を選 択いたしまし て、ばく露０ の健康影響指 標の反応量 が５％ないし1 0％変
化するときのばく露量をBMDとする方法のようでございます。
ページをおめく りいただきま して、また【 事務局より】 ボックスの 中でございま すが、
もう一つ目の方法 といたしまし てはHybrid法 というものが あるようで ございます。 非ばく
露集団におきまし て設定された 異常率P0に対 して、ばく露 集団におけ るα％の異常 増加を
もたらすばく露濃度をBMDとする方法でございます。
３点目がクラス 分け法でござ います。こち らは有症率と 相関するば く露指標値を ランク
分けして、そのラン クの中央値や 平均値を代 表値としたグ ループと有症 率についてBM Dを計
算する方法のようでございます。
これら過去の適 用事例を整理 することでも 、論点６の（ １）の情報 、さらに議論 が深め
られるのではないかと事務局では考えているところでございます。
６ページの３行 目からでござ いますが 、技術的な 課題といたし まして 、BMD法の課 題を解
決するための方法 論についてさ らに検討する 必要があるの ではないか 。具体的には 、交絡
を調整し てもBM D法の 使用に 影響し ない ような 方法論 を検証 する必 要が あると 御意見 をい
ただいております。
また、６ページの ８行目からで ございます が、疫学研究に おけるBMRの 指定でござい ます。
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BMRは本来、対象 者の種類やNO AEL/LOAELと の一致ではな く、社会的 に許容できる リスク
の増加の上限によ って決められ るべきもので はないかとい う基本的な 考え方の御意 見をい
ただきました。
また、10行目以 降、こちらは かぎ括弧つき でございます が、例えば 「がんのよう な重大
疾病の発症割合で は厳しく、非 致死的な疾患 ではそれほど 厳しくなく 、IQなどの検 査値は
代理指標値である ことから、疾 患あるいは健 康度とのつな がりが明確 なものに限定 し、臨
床的に意味のある 最小の差に従 うべき」とし てはどうかと 、こちらは2 013年に御審 議いた
だきましたヒ素の評価書における記載をそのまま持ってきているもので ございます 。
論点６の説明は以上でございます。
○川村座長

ありがとうございました。

今、事務局から 御説明のあり ました論点６ 、あるいはそ の前のこと を含めてでも 結構で
すけれども、御意見、御質問はございませんでしょうか。
ヒトを対象とし た疫学研究は 、もちろん生 身のヒトのデ ータですの で、非常に貴 重です
けれども、こうい った食品の安 全、有害物質 へのばく露と いうことを 考えますと、 アクシ
デンタルに起きた 一種の公害の ような事件と か、あるいは 事故という アクシデンタ ルなも
のと、それから日 常生活で調査 された通常の コホート研究 などがあり ます。そうい ったも
のの中で、対象集 団がどのよう に設定されて いるかとか、 ばく露がき ちんと客観的 に把握
できているだろう かとか、エン ドポイントも どのように評 価している だろうか、あ るいは
どんな種類のエン ドポイントを 使っているか といったよう なこと、そ れから人間と いうの
は人それぞれです ので、さまざ まな交絡があ るというよう なことが現 実問題として ありま
すので、疫学研究 には独自の問 題があります 。このあたり をどういう ルールづけを してい
くかということで 、動物実験以 上に多様性が あり、標本の 数も本当に 数十ぐらいか ら何十
万というオーダー までいろいろ ありますし、 難しい点、標 準化されて いないことが 非常に
多いという問題があります。
さらに、ヒトを 対象とした場 合は、エンド ポイントがイ チゼロであ らわされる事 象のほ
かに、検査値のよ うな連続量で あらわされる ものもあった りしますの で、それをど う評価
するかということ があります。 特に検査値が 臨床的に、あ るいは毒性 学的にどうい う意味
を持つのかという ことが非常に 重要でありま して、単に検 査値が動く というだけで はなく
て、実際の人間の 日々の生活に どういう影響 をもたらすか という、な かなか難しい 課題を
考えないといけないということもあろうかと思います。
そういうことで 、疫学研究を 使うに当たっ ても幾つか問 題点があり まして、これ も恐ら
く広瀬先生に言わ れる前に言っ てしまいます けれども、そ ういう過去 の事例、幾つ かの経
験は既にありまし て、もちろん 答えを出した こともあるの で、そうい ったこととか 、それ
からやはり想定し得る問題点について確認をするという作業は必要だろ うと思いま す。
ということです が、これにつ きまして追加 の御意見、あ るいは何か 疑問点はござ いませ
んでしょうか。
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お願いします。
○佐藤委員長

１ 点いいですか 。７ページの ２行目に書い てある「臨 床的に意味の ある最

小の差（minimal clini cal important differ ence）に従う べき」とい う、これはど ういう
意味になるのですか。
○川村座長

多分 、最初のプレ ゼンのときに 、私の提示の 中でこの言 葉を使ってし ゃべっ

ているのですけれ ども、これは 検査値が多い と思うのです が、例えば β２ミクログ ロブリ
ンがどれだけ変化 したというこ とになると、 それは一体、 腎機能の低 下に対してど ういう
意味を持つのかと いうようなこ とを、実はMC IDという臨床 的意味の最 小の差という のは疫
学の世界でもかなり大きな議論を巻き起こしかねないものなのです。
そこで難しいの は、個人にお ける数値の変 化と、集団に おける数値 の変化という のはか
なり意味合いが異 なってきて、 例えば血圧を 例にとると、 血圧が２ミ リ低下したと いうの
は個人的にはほと んど意味がな い数値なので すが、日本全 体の平均値 が２ミリ下が りまし
たというと脳卒中 が万単位で変 わってくる数 字になります ので、集団 の値としては ２ミリ
の低下は意味があるということになります。
ですので、個人 の変化と集団 の変化という のはどういう 意味がある かというもの を見な
いといけなくて、単 に数値だけだ と難しいの で、そこで例え ばHybrid法 に出てくるよ うに、
例えば２ミリの変 化だと一体、 何人が余計に 犠牲になるの か、何人が 救われるのか とかと
いう二値に分けた 議論に持ち込 むとか、ある いは１人のヒ トでも長期 的な影響、例 えば２
ミリの血圧の低下 でも一生を通 せば変わって くるというこ となのか、 そういったイ ンター
パーソンとイント ラパーソンの 意味づけとい うものをよく 考えないと 、数値だけで 簡単に
カットオフがつく れるものでも ないと思って おりまして、 そこの議論 をしっかりし ましょ
うという投げかけだと思います。
○佐藤委員長

そ ういうことな らばいいので すけれども、 個人的にあ るいは臨床的 に意味

のない数値が、社 会あるいはポ ピュレーショ ンを全体とし たときに意 味がないとと られな
いようにしていか ないといけな いなと。特に 今おっしゃっ た血圧とか 、あるいはIQ なども
そうだと思うので すけれども、 個人のレベル での話と集団 のレベルで の話は全然違 うとい
うのは先生のおっ しゃるとおり で、そこのと ころを上手に 書いていただ きたいと思う のと、
あと多分、この話はベンチマークレスポンスにも反映してくる話だろう と思います 。
○川村座長

ありがとうございました。

表現の仕方もあ りまして、ちょ っと私の説 明が未熟だっ たかもしれま せんが、やは り我々
が基準値を決める ときには説明 責任を伴いま すので、これ でどういう 影響が日本の 国民に
あるのかというこ とが十分説明 できるだけの 材料を持って 数値を決め ていく必要が ある。
必ずしも個人の中 で閉じ込めて しまうという 意味ではない ので、もう 少し表現を工 夫した
いと思います。
ありがとうございました。
そのほかはよろしいでしょうか
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そうしますと、 今、問題点を 再確認いたし ましたが、指 針をこれか らつくってい きます
けれども、その指 針をつくるた めにはいろい ろな追加の情 報といいま すか、実際に やって
みたときの感触を やはり知る必 要がある。そ の論理の正当 性もさるこ とながら、実 際にや
ってみると思わぬ 落とし穴があ るというよう なことも起こ り得るので 、やはり議論 の要所
要所で新たな追加の知見が欲しいというところがあろうかと思います。
これにつきまし て、研究なり 調査なりを行 っていくとい う方向性に ついては専門 委員の
先生方もおおむね 一致している のではないか と思いますけ れども、具 体的にどのよ うに進
めていくかにつきまして、事務局から説明していただけますか。
○窪崎課長補佐

食品安全委員 会では、科学 を基本とする 食品健康影響 評価の推進の ため、

委託研究を実施し ています。２月 27日に開催 されました第6 86回食品安 全委員会にお ける審
議の結果、平成30 年度の新規課 題として、ベ ンチマークド ーズ手法の 適用条件につ いて研
究していただくこ とが決まって おります。こ ちらの研究課 題と連携す ることで、科 学的知
見を収集することができるものと考えております。
○川村座長

ありがとうございました。

ちょうどといい ますか、足並 みをそろえて 研究が進めら れる体制に なっているよ うです
ので、そちらの成果を踏まえて指針づくりに本格的に入っていきたいと 思います。
ほかに御質問とか御意見はよろしいですか。
では、本日のまとめに入りたいと思います。
指針をつくるた めに先生方と いろいろ議論 を重ねてまい りました。 論理的に決定 できる
こともありますし、やはりある程度の追加の研究をやって得られる点も ありそうで す。
したがいまして 、指針をつく っていくとい う作業は、こ れらに関す る科学的な知 見があ
る程度そろった段階で始めるべきではないかと思っておりますが、いか がでしょう か。
よろしいでしょうか。
当分の間は、指 針の作成に向 けた課題の洗 い出しを、今 までもして おりますし、 さらに
それを整理して報 告書としてま とめること、 やはりここは ワーキング グループとし ての一
つの課題ですので 、きちんとし た形で透明性 を保つ意味で も報告書と してまとめる こと、
それから、研究班 がスタートす るということ ですので、研 究班と連携 しながら双方 向にや
りとりして、科学 的な知見を集 積していくこ とになるかと 思います。 そういった方 向性で
よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
そのほか、何か御質問とかよろしいですか。
それでは、大体 今までの積み 上げで方向性 がおのずと固 まってきた と思いますの で、事
務局のほ うで 今、ま とめ切 れてい ないと ころ もさら に進め て資料 を整え てい ただき 、BMD
法の指針策定に向 けて報告書と いう形で取り まとめる作業 を進めてい ただきたいと 思いま
す。事務局には、 特に専門の先 生方と必要な 打合せをして いただいて 、表現とか論 理のあ
らわし方も含めて科学性を保てる報告書をつくっていただきたいと思い ます。
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事務局、よろしいでしょうか。
○窪崎課長補佐

承知いたしま した。いただ きました御意 見に基づき まして準備を 進めて

いきたいと思います。
○川村座長

それ では、今まで のまとめ、こ れからの方向 性を出しま したので、こ ういっ

た方向で進めてま いりますけれ ども、全体を 通じて特段の 御指摘や補 足意見などご ざいま
したらお出しいただければと思いますが、よろしいでしょうか。
事務局、ほかに何かありますか。
○窪崎課長補佐

次回の議事及 びお集まりい ただく日時に つきまして は、決まり次 第お知

らせいたします。
○川村座長

それでは、きょうの議事につきましては終了いたしました。

これをもちまして、第９回のワーキンググループを閉会いたします。
どうもありがとうございました。
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