食品安全委員会企画等専 門調査会
（第24回）議事録

１．日時

平成30年５月30日（水）

14:00～16:55

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）平成29年度食品安全委員会運営状況報告書について
（２）平成30年度食品安全委員会緊急時対応訓練について
（３）平成30年度 食品安全委員 会が自ら行う 食品健康影 響評価の案件 選定の進め方 につ
いて
（４）その他

４．出席者
（専門委員）
川西座長、有路専門委員、有田専門委員、畝山専門委員、大澤専門 委員、
鬼武専門委員、神村専門委員、後藤専門委員、小西専門委員、迫専 門委員、
佐藤専門委員、髙岡専門委員、長田専門委員、中村専門委員、松本 専門委員、
両澤専門委員、渡邉和久専門委員、渡邉美幸専門委員、
（専門参考人）
唐木専門参考人、原田専門参考人、横田専門参考人、渡邉治雄専門 参考人
（食品安全委員会）
堀口委員、山添委員、山本委員、吉田委員
（事務局）
川島事務局長、小平事務局次長、松原総務課長、吉田評価第一課長 、
吉岡評価第二課長、筬島情報・勧告広報課長、池田評価情報分析官 、
渡辺リスクコミュニケーション官、橘評価調整官

５．配布資料
資料１

平成29年度食品安全委員会運営状況報告書（案）

資料２－１

平成30年度食品安全委員会緊急時対応訓練の骨子

資料２－２

平成30年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画
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資料３－１

いわゆる「自ら評価」の改善について（事務局たたき台）

資料３－２

平成30年度「自ら評価」案件の決定までのフロー（案）

資 料３ －３

企 画等 専門 調 査会 にお ける 食品 安全 委 員会 が自 ら行 う食 品健 康影 響 評価
対象候補の選定の考え方

資 料３ －４

食 品安 全委 員 会が 自ら 行う 食品 健康 影 響評 価に 関し 企画 等専 門調 査 会に
提出する資料に盛り込む事項

資料３－５

平 成30年度「自 ら評価」案件 候補の外部募 集（ホームペ ージによる 公募）
について（案）

６．議事内容
○川西座長

定刻 になりました ので、ただい まから、第24 回「企画等 専門調査会」 を開催

いたします。
本日は、予定で は18名の専門 委員、４名の 専門参考人が 御出席です 。ただ、連絡 がない
けれども、髙岡専門委員が遅れているようですが、始めさせていただき たいと思い ます。
あとは、松本専 門委員は遅れ て来られ、浦 郷専門委員、 道明専門委 員、戸部専門 委員、
春名専門委員、宮 崎専門委員の ５名の専門委 員が御欠席と いうことで 、18名の専門 委員が
御出席です。
専門参考人とし て、唐木先生 、原田先生、 横田先生、渡 邉先生が出 席ということ で、始
めさせていただきます。
それでは、事務局から資料の確認等をお願いします。

○松原総務課長

本日の資料は 、事務局から 提出されたも のが８点と 、鬼武専門委 員から

提出されたものが１点ございます。
まず、事務局提出資料として、
資料１

「平成29年度食品安全委員会運営状況報告書（案）」

でございます。
なお、同資料の 参考資料とし て「平成29年 度食品安全委 員会運営状 況報告書（案 ）参考
資料」がございます。
資料２－１及び２－２が一連で、
資料２－１が「平成30年度食品安全委員会緊急時対応訓練の骨子」
資料２－２が「平成30年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画」
でございます。
資料３－１から３－５までが一連で、
資料３－１が「いわゆる「自ら評価」の改善について（事務局たたき台 ）」
資料３－２が「平成30年度「自ら評価」案件の決定までのフロー（案）」
資料３－３が「企 画等専門調査 会における食 品安全委員会 が自ら行う食 品健康影響 評価
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対象候補の選定の考え方」
資料３－４が「食 品安全委員会 が自ら行う食 品健康影響評 価に関し企画 等専門調査 会に
提出する資料に盛り込む事項」
資料３－５が「 平成30年度「自ら評価 」案件候補 の外部募集（ホームペ ージによる公 募）
について（案）」
でございます。
鬼武専門委員御 提出の資料と して「食品安 全委員会

い わゆる『自 ら評価』案件 に関す

るメモ」がございます。
不足の資料等はございませんでしょうか。
万が一、途中で不足の資料等がございましたら、そのときにまたお申 し付けくだ さい。
それから、内閣 府におきまし て、５月１日 から夏季の軽 装期間とな ってございま す。事
務局の方も軽装で 失礼させてい ただいており ます。専門委 員等の先生 方も、もしそ の方が
御快適でございま したら、上着 やネクタイを お取りいただ いても差し 支えございま せんの
で、よろしくお願い申し上げます。
事務局からは以上でございます。

○川西座長

続き まして、議事 に入る前に「 食品安全委員 会における 調査審議方法 等につ

いて」に基づく事務局における確認の結果を報告してください。

○松原総務課長

事務局におい て、平成29年 11月29日の企 画等専門調 査会の資料１ －３及

びその後に提出さ れた確認書を 確認しました ところ、委員 会決定に規 定する事項に 該当す
る専門委員はいらっしゃいません。

○川西座長

各委 員から御提出 いただいた確 認書について 相違はなく 、また、今の 事務局

からの報告のとおりでよろしいでしょうか。
では、「（１）平 成29年度食品 安全委員会運 営状況報告書 について」 の議事に入り たいと
思います
まず、事務局から説明をお願いします。

○松原総務課長

事務局総務課でございます。

企画等専門調査 会においては 、各年度終了 後に、当該年 度における 委員会の運営 状況に
ついて調査審議を 行っていただ いてございま す。資料１の １ページか らの左の欄が 、その
報告書案になります。
右の欄は、平成2 9年３月28日 に委員会にお いて決定され た「平成29 年度食品安全 委員会
運営計画」でございます。
時間の都合等から、報告書案のうち、主な事項のみを中心に御説明申 し上げます 。
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なお、情報発信 、意見交換等 リスクコミュ ニケーション の状況につ きましては、 後ほど
情報・勧告広報課から御説明申し上げます。
まず、１ページ の「１

総論 」においては 、所掌事務の 着実な実施 に取り組んだ 旨が掲

げられてございま す。特に評価 の体制につい ては「六価ク ロムワーキ ンググループ」、「ア
レルゲンを含む食 品に関するワ ーキンググル ープ」及び「 香料ワーキ ンググループ 」を新
たに開催するなど、強化を図ってございます。
評価の手法につ いては、コン ピューター上 のいわゆる in silico の評 価方法である 「（Q）
SAR及びRead across 」の活用に向 けた課題等 に関する検討 の経過を取り まとめるとと もに、
ベンチマークドーズ法の活用方策に関する検討を開始するなどしました 。
このような中、 個々の案件に 関する評価に ついては、12 7件の要請が 行われるとと もに、
平成28年度までに 要請が行われ たもの等を含 め、180 件の評価結 果が通知され ました 。これ
らには、いわゆる ミョウバンに 当たる硫酸ア ルミニウムア ンモニウム 及び硫酸アル ミニウ
ムカリウム、殺菌 した豆乳等を 無菌的に充填 した無菌充填 豆腐等に関 するものが含 まれて
ございます。
リスクコミュニ ケーションに ついては、引 き続き、平成 27年５月28 日に当専門調 査会に
おいて取りまとめ られた「食品 の安全に関す るリスクコミ ュニケーシ ョンのあり方 につい
て」に基づき、学 校教育関係者 を重点対象と した意見交換 会の開催、 英文電子ジャ ーナル
の発行、Facebookの活用等が行われてございます。
研究・調査につ いても引き続 き、研究・調 査企画会議に おいて、外 部有識者主体 の審議
を行うなどいたしております。
海外との連携に ついては、国 立食品研究所 を擁するデン マーク工科 大学と覚書を 締結す
るなどいたしてございます。
２ページのⅡの「（１）委員会会合の 開催」に ついては、46回の会合 を開催してご ざいま
す。
「（２）企画等専門調査 会の開催」につ いては、御案内 のとおり、３回 の会合が開催 され、
食品安全委員会の 運営状況、ウ エルシュ菌等 、委員会が自 ら行う評価 の対象候補に 関する
方針、緊急時対応訓練計画などについて調査審議が行われてございます 。
３ページの（３ ）においては 、個々の案件 に関する評価 を担当する 専門調査会等 の開催
に関する状況が、 他の専門調査 会等に属する 専門委員の参 加に関する 状況も含めて 掲げら
れてございます。
「（４）委員会と専門調査会 の連携の確 保」については、原則と して、全ての専門 調査会
へ委員会委員が参 加してござい ます。特に評 価技術企画ワ ーキンググ ループにおい ては、
原則として、常勤 の委員が全て 出席するとと もに、一部の 会では、他 の専門調査会 等にす
る専門委員に対しても傍聴を御案内してございます。
４ページの「（５）リス ク管理機関と の連携の確保 」につい ては、平 成24年８月31 日に関
係府省において申 し合わされた 「食品の安全 性の確保に関 する施策の 実施に係る関 係府省
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間の連携・政策調 整の強化につ いて」に基づ きまして、関 係府省連絡 会議等が開催 されて
ございます。
「（６）事務局体制の整備」につ いては、食品用器 具・容 器包装ポジ ティブリスト 制度の
導入、食物アレル ギーの評価、 新たな評価手 法の実用化等 に対応する ための予算・ 定員等
を確保するための要求を行ってございます。
特に食品用器具 ・容器包装の 評価に要する 定員について は、平成30 年度から増員 するな
どの強化を図ってございます。
２．の「（１）リスク管理機関か ら評価を要請 された案件の 着実な実施」のう ち、いわゆ
る企業申請品目に ついては、92 件の申請が行 われ、平成28 年度までに 要請が行われ たもの
を含めて97件の評 価結果が通知 されてござい ます。このう ち、平成21 年７月16日に 委員会
において決定された、標準処理期間の１年を超過したものは見当たりま せんでした 。
全体の件数については、先ほど申し上げたとおりでございます。
また、個々の案件に関する評価の状況が５ページまでに掲げられてご ざいます。
「（２）評価ガイ ドライン等の 策定」につ いては、「栄養 成分関連添 加物に関する 食品健
康影響評価指針」、「添加物（酵 素）に関する 食品健康影響 評価指針」 及び、加工助 剤に関
する食品健康影響 評価の考え方 が、平成29年 ７月８日に委 員会におい て決定されて ござい
ます。
新たな評価技術については、先ほど申し上げたとおりでございます。
６ページに掲げ られていると おり、動物用 医薬品等の食 品健康影響 評価において 、農薬
における場合と同 様に、生体内 の恒常性が維 持される限り においては 、肝肥大毒性 影響と
考えないことを原 則とする旨の 申合せが、平 成29年９月７ 日に動物用 医薬品専門調 査会に
おいて、10月25日に肥料・資料等専門調査会においてそれぞれ行われて おります。
加えて、農薬の 食品健康影響 評価について 、イヌを用い た１年間反 復経口投与毒 性の結
果がなくても差し 支えないこと を原則とする 旨の申合せが 、平成29年1 2月21日に農 薬専門
調査会幹事会において行われてございます。
このほか「宿主 の代謝系の改 変が行われた 遺伝子組換え 植物の掛け 合わせ品種の 安全性
評価について」に おいて確認す べき事項に関 する申合せが 、平成29年1 2月22日に遺 伝子組
換え食品等専門調査会において行われてございます。
「動物用医薬品 に関する食品 健康影響評価 指針」につい て、平成30 年２月21日か ら３月
22日まで意見等の 募集が行われ ました。この 指針は、４月 10日に委員 会において決 定され
てございます。
さらに、委員会が 自ら評価を行 うこととさ れた、アレルギ ー物質を含 む食品につい ては、
食品健康影響評価 技術研究事業 において作成 したたたき台 を基に、ア レルゲンを含 む食品
に関するワーキン ググループに おいて、評価 ガイドライン の検討が開始 されてござい ます。
（３）の委員会 が自ら行う評 価については 、御案内のと おり、平成2 9年度におい ていわ
ゆる狭義の評価を 行う候補とし て選定された 案件はござい ませんでし たけれども、 ウエル
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シュ菌については積極的に情報提供を行うこととされてございます。
平成28年度まで に選定された 案件の実施の うち、鉛につ いては、平 成27年度の調 査事業
で収集した知見等を精査しているところでございます。
７ページ目のア ルミニウムに ついては、先 ほど申し上げ た、硫酸ア ルミニウムア ンモニ
ウム等の評価をも って当てる旨 が、平成29年 12月29日の委 員会におい て決定されて ござい
ます。
フモニシンにつ いては、評価 書が平成29年 ９月26日の委 員会におい て決定されて ござい
ます。
アレルギーにつ いては、先ほ ど申し上げた とおり、新た にワーキン ググループが 開催さ
れ、評価ガイドラ インの検討が 開始されまし た。また、調 査事業を活 用し、卵及び 乳によ
るアレルギーに関する知見が収集されてございます。
結果の情報発信 については、 フモニシンに 関する情報が 報道関係者 を対象とした 意見交
換会、季刊誌等を通じて提供されてございます。
なお、狭義の評 価対象として は選定されな かった案件の うち、カフ ェインについ ては、
情報収集が進めら れるとともに 、Faceboo k、季刊 誌、報道関 係者を対象 とした意見交 換会、
消費者団体との意 見交換会、一 般の方々を対 象といたしま した勉強会 等を通じて、 情報提
供が行われてございます。
カンピロバクタ ーについてで ございますが 、微生物・ウ イルス専門 調査会におい て、リ
スクプロファイル について調査 審議が行われ てございます 。なお、こ のリスクプロ ファイ
ルは、今月８日に委員会において決定されてございます。
３の「（１ ）食品健康影 響評価の結果 に基づく施策 の実施状況 の調査」に ついては 、平成
29年10月に調査が 開始され、平 成30年１月16 日に委員会に おいて結果 が報告されて ござい
ます。
調査の実施に当 たっては、リ スク管理機関 において優先 順位が高い とされるハザ ードで
すとか、委員会が 自ら行う評価 において、評 価に関する記 載が充実さ れるなど、方 法の見
直しが行われたところでございます。
８ページの「（２）食品 安全モニター からの報告 」について は、随時 報告の結果が 平成29
年７月25日に委員会で報告されてございます。
「食品の安全性 に関する意識 等について」 の調査が、平 成30年１月 に行われ、結 果の取
りまとめが行われ てございます 。この調査に 当たっては、 当専門調査 会において御 発言が
あった、委員会が 行う情報発信 の効果に関す る評価が可能 となる項目 を設定したと ころで
ございます。
４の「（１）食品健康 影響評価技術 研究の推進」に ついては、平 成30年度課題 が、研究 ・
調査企画会議事前 ・中間評価部 会における審 議を経て、平 成30年２月2 7日の委員会 におい
て決定されてございます。
平成28年度に終 了した研究の 事後評価につ いては、同会 議の事後評 価部会におい て実施
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され、平成29年９ 月５日に委員 会において報 告されてござ います。こ れらの課題の 多くに
ついては、成果発表会等を通じて、研究成果の報告が行われているとこ ろでござい ます。
９ページの平成2 9年度研究課 題につきまし ては、同会議 の事前・中 間評価部会に おいて
中間評価が実施さ れた後、平成2 9年２月28日 に、委員会に おいて研究 継続等が決定 されて
ございます。
実地指導については、平成29年10月及び11月に行われてございます。
関係府省との連 携については 「食品の安全 性の確保に関 する試験研 究の推進に係 る担当
者会議」の構成員と情報交換が行われるとしてございます。
「（２）食 品の安全性の 確保に関する 調査の推進 」につきま しても同様に 、平成30 年度課
題が平成30年２月27日に委員会において選定されてございます。
平成29年度課題 については、1 0ページに掲 げられている とおり、実 施計画等がウ エブを
通じて公開されてございます。
「（３）研究・調 査事業の『プ ログラム評価 』に向けた追 跡評価の実 施」について は、平
成29年12月６日の研究・調査企画会議において行われてございます。
「５

リスクコ ミュニケーシ ョンの促進」 については、 先ほど申し 上げたとおり 、後ほ

ど情報・勧告広報課から御説明申し上げます。
12ページの６の「（１）緊急 事態への対 処」については、御案内 のとおり、平成29 年度に
おいては大規模な 事態は発生い たしませんで したけれども 、一般の食 中毒等に関す る情報
の提供等を行ってございます。
「（２）緊急事態 への対処体制 の整備」及 び13ページの 「（３）緊急 時対応訓練の 実施」
については、御案 内のとおり、 平成29年度緊 急時対応訓練 計画に基づ き、平成29年1 1月ま
でに実務研修を実 施するととも に、同年12月 21日に確認訓 練が実施さ れるなどして おりま
す。
７の（１）の最 新の情報の提 供については 、毎日、関係 者に対して 提供が行われ てござ
います。
また「（２）
『食品安 全総合情報シ ステム』の運用」については、
「 隔週報」の提供 が行わ
れてございます。
「（３）収 集した情報の 様々な活用 」について は、Facebo ok等を通じ て発信される ととも
に、厚生労働省に提供されるなどしてございます。
これらの情報は 、委員会が自 ら行う評価の 候補案件に関 する整理分 析にも活用さ れてご
ざいます。
14ページの８の 「（１）国際会 議等への委 員及び事務局 職員の派遣」 については、 JECFA
の専門家会合等に対して、委員等を21回にわたって派遣してございます 。
「（２）海外研究 者等の招へい 」について は、平成29年4 月26日に欧 州食品安全機 関と共
同で国際会議を開 催して 、日欧・ASEANの関係 者に食品の安 全に関する 国際協力の在 り方を
御議論いただくなど、各種の招へいが実施されてございます。
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15ページの「（３）海外 の食品安全機 関等との連携 強化」に ついては 、先ほど申し 上げま
したとおり、デン マーク工科大 学と覚書を締 結するととも に、欧州食 品安全機関と 国際会
議を共催するなど、既に覚書が締結された機関とも連携を強化してござ います。
欧州医薬品庁その他の機関との各種の情報交換を行ってございます。
欧米各国の関係 者がメンバー となっている リエゾングル ープについ て、化学物質 に関す
るグループ及び微 生物に関する グループに加 え、新たに立 ち上がった リスクコミュ ニケー
ションに関するグループも当初から参画してございます。
「（４）海外への情報発信」につ いては、評価書の 要約、評価指針等 の英訳をウエ ブサイ
トを通じて提供するとともに、海外からの訪問者を積極的に受け入れて ございます 。
また、引き続き、電子ジャーナルの発行等を行っているところでござ います。
Ⅲ「１

食品 健康影響評価 」につい ては、先ほ ど申し上げた とおり、180件の案件 につい

て終了するなど、 着実に行われ てございます 。また、新た に「六価ク ロムワーキン ググル
ープ」、「香料ワー キンググルー プ」及び「ア レルゲンを含 む食品に関 するワーキン ググル
ープ」が開催され るなど、体制 の強化が図ら れているとこ ろではござ いますけれど も、評
価中の案件がなお 約320件に及ぶ こと等を考 えると、引き続き 、体制の 強化を行う必 要があ
ると考えてございます。
その際には、進 捗しつつある 国際機関等と の連携を確保 ・活用して 、国際動向に も沿っ
た評価の迅速化等を図る必要があると考えてございます。
16ページの「２

食品健康影 響評価技術研 究」について は、研究の 有用性に重点 を置い

た課題の選定等が 行われたと思 ってございま すけれども、 引き続き、 外部有識者に よるレ
ビューを適切に行 うとともに、 課題について は募集段階か ら目的意識 を明確化する ことが
必要だと考えてございます。
「３

リスクコ ミュニケーシ ョン」につい ては、後ほど また詳しく 申し上げます けれど

も、意見交換会の 実施、あるい は対象者の関 心・知識等に 応じた講座 の開催、Faceb ookに
よる情報提供等を 通じて、国民 のニーズを踏 まえたものと なるよう努 めてきたとこ ろでご
ざいますけれども 、限られた資 源の活用の観 点から、対象 分野や対象 者の重点化を 更に進
めていくことが必要ではないかと考えてございます。
「４

国際関係 」については 、新たな機関 との覚書締結 、既に協力 文書を締結し た機関

との国際会議等の 開催など、海 外機関との連 携は強化され たと考えて おりますが、 既に協
力文書が締結され た機関と更に 多様な協力を 行うとともに 、他の機関 と協力文書を 締結す
ることも検討する必要があると思ってございます。
「５

緊急時対 応」について は、平成29年 度において、 大規模な事 態は発生しな かった

ものの、引き続き、体制の整備を図ってまいります。
これらの課題に ついては、当 専門調査会に おいて調査審 議いただい た平成30年度 食品安
全委員会運営計画 にも掲げられ ております、 末尾の（１） から（５） までに掲げら れてい
る事項の実施に当たって、十分留意の上、対応してまいりたいと思って ございます 。
8

当課からの説明 は以上のとお りでございま すが、先ほど 申し上げま したとおり、 リスク
コミュニケーション詳細について、情報・勧告広報課から御説明申し上 げます。

○筬島情報・勧告広報課長

続きまして、お手元にあるA4縦の参考資料でございます。

そこの31ページ 目にある「参 考７

情報発 信、意見交換 会等の現状 」を用いて御 説明さ

せていただきます。
最初におわびし なければなら ないのですけ れども、１ペ ージ目をあけ ていただきま すと、
枠のところから字 がはみ出てお ります。作成 したときには きちんと入 っていたので すが、
印刷の過程ではみ 出してしまい まして、見に くいものにな っておりま す。申しわけ ござい
ません。
それでは、資料に基づきまして説明させていただきます。
まず、目次がご ざいます。［内 容］と書い てございます けれども、こ こは１から５ まで、
これまでのリスク コミュニケー ションあるい は情報発信の ツールごと に整理してい るもの
でございますが、 ここに参考１ と参考２とい うものが入っ ております 。これは、29 年度の
運営計画の中には 具体的に記載 していなかっ たのですが、 取り組んだ ものというこ とでこ
こに記載しております。
１ページ目の「１

様々な手段を通じた情報の発信」に入らせていただきます。

枠の中を読み上 げるようで恐 縮ですけれど も、各種メデ ィアを通じ た情報発信に つきま
しては、
「①季 刊誌を中心と した紙媒体」、
「②ホーム ページ、F acebook 、ブログ及び メール
マガジンを通じた ネット媒体」、「③意見交換 会等を通じた 直接対話」 により実施し ており
ます。特にFaceboo kにつきまし ては、機動的 な対応を含め た各種記事 の配信に努力 してい
るところでございます。
「視覚的に理解し やすい媒体に よる情報提 供手法」としま して、昨年11 月から公式Yo uTube
を立ち上げており ます。流して いる内容は２ つございまし て、一つは 「精講：食品 健康影
響評価」、２番目が「みんなのための食品安全勉強会」でございます。
これは平日の昼 間に行ってお りますので、 どうしても参 加したくて も参加できな い方も
いらっしゃいます ので、そういう 方々にいつ でも見ていた だけるように という観点か らも、
YouTubeに取り上げているものでございます。
枠の下の説明に入らせていただきます。
左側の上が「○ 季刊誌の主な 記事」という ことで、特集 記事が「カ フェイン」、「 フモニ
シン」などで 、このカフ ェインにつき ましては、先ほど説明が ありました ように、
「 自ら評
価」案件に係る審 議の中で積極 的に情報収集 、提供してい くものとし て整理された もので
ございます。
フモニシンは「自ら評価」の案件です。
平成30年３月の 「無菌充填豆 腐」も、その 評価結果につ いて、情報 提供という形 で記事
にしております。
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左下の「○ｅ－ メールマガジ ン登録者数」 につきまして は、大体１ 万人ぐらいで 推移し
ているところでございます。
読み物版の登録 者数が増てい るのがおわか りいただける かと思いま すけれども、 食品安
全委員会の活用を 細かに紹介し ているweekly 版は、若干減 少傾向です ので、30年度 は記事
の中身について工夫したいと考えています。
その横は「○You Tubeの配信」 でございま して、上で申 し上げました ように、「精 講：食
品健康影響評価」と「みんなのための食品安全勉強会」について配信し ています。
YouTubeにつきま しては 、食品安全委 員会のホーム ページを見 ていただきま すと、右上に
動画 等に よる 配信 とい う ボタ ンが ござ いま して 、 そこ をク リッ クし てい た だき ます と、
YouTubeが出てまい りますので 、委員の 皆様方 、もしよろし ければごら んいただけれ ばと思
っております。
右上に入りまして、Facebookの関係でございます。
記事数も閲覧数 も増えてきて いることはお わかりいただ けるかと思 いますけれど も、こ
れで満足すること なく、タイム リーに、どう いう内容を出 していくの か、適切な内 容がど
ういうものかを考えながら投稿してまいりたいと思っております。
その下が「○Facebookの記事の事例」でございます。
29年度につきま しては、計画 的に出すもの と機動的に対 応するもの の２つに分け て出し
ております。
上が機動的な対 応ということ で、食中毒事 案の発生を踏 まえて出し ているもので ござい
ます。
その下が季節性 を考えたもの でございまし て、かびが発 生しやすい 時期、ジャガ イモに
よる食中毒が出や すい時期であ りますとか、 あるいは＜科 学的知識の 普及＞の観点 から、
アニサキス症の事例が増えてきたときとか、そういう時に出しておりま す。
概して、新聞に 載った内容と か、食中毒関 係の内容につ きまして閲 覧者数が多い と思い
ますので、繰り返 しになります けれども、こ ういうものを 踏まえなが ら、適切に投 稿して
まいりたいと思っております。
２ページ目は「ファクトシートの更新」でございます。
枠内でございま すけれども 、ファク トシートにつ きましては、
「自ら 評価の案件候 補を選
定する過程で、評 価案件に至ら なかったもの のうち、現状 の科学的知 見を整理して 情報発
信すべき」と位置 付けされるも のがございま す。それを受 けて作成し ている面があ るので
すが、つくってか ら時間がたっ ていることも ございまして 、見直しを 行ったという もので
す。
29年度は、新規の「鹿慢性消耗 性疾患（CWD）」の他、赤で書いた「・アニサキス 症」、
「・
ボツリヌス症」、「 ・Ａ型肝炎」、「・食品中の カフェイン」 につきまし ては更新を行 ってお
ります。
30年度につきま しては、作っ てから時間が 経っているも のがかなり ございますの で、計
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画的に更新作業を行っていきたいと考えています。
続きまして、３ページ目は「２

意見交換会」でございます。

枠内を読み上げ る形になりま すが、学校教 育者関係者を 重点対象と して意見交換 会を行
う形になってござ います 。この手法に つきましては、
「①地 方公共団体 との共催によ る研修
会」が中心でござ いましたが、 前年度からは 「②地方公共 団体等の主 催による学校 給食や
栄養教諭の研修会への講師派遣」にも対応するようにいたしております 。
２番目の○でご ざいますが、 学校教育関係 者以外につき ましても「 地方公共団体 等から
の要望に応じた講 師派遣、初と なる消費者庁 と連携したこ ども霞が関 見学デーへの 参加、
消費者庁等の関係省庁と連携した意見交換会等」を開催しています。
枠の下がその開催状況でございます。
左側の上が「○ 学校教育関係 者を対象とし た研修会の開 催状況」で ございまして 、これ
は７回ということ で、回数的に は少ない感じ をお受けにな られるかと 思いますけれ ども、
基本的にこれは地 方公共団体と 共催で実施し ておりまして 、その中に は、リスクコ ミュニ
ケーション手法を 習得いただき まして、次回 以降は該当す る地方公共 団体自らがリ スクコ
ミュニケーション をやっていた だけるように という形で設 計している ものですから 、基本
的に新たに取り組 むところを優 先しています 。しかしなが ら、まだ対 応する余地が ありま
すので、教育委員会などを含めまして働き掛けを行っていきたいと考え ております 。
その下が「○地 方公共団体等 の栄養教諭等 への研修会の 講師派遣」 の状況で、昨 年度か
ら取り組み始めた ものでござい ますので、こ れもこれから 取り組みを 拡大してまい りたい
と思っています。
講師派遣自体は 、昨年度は34 件ございまし て、委員対応 が17件、事 務局対応が17 件でご
ざいました。
右上は、関係省庁と連携しました意見交換会でございます。
食品安全委員会 と消費者庁、 農林水産省、 厚生労働省の ４省庁が、 連携して行う もので
ございまして、大き くはここにあ ります４つ のテーマにつ きまして対応 を行っており ます。
４ページ目は「３

『食品の安全』に関する科学的な知識の普及啓発」でございます。

これまで「リス クアナリシス 連続講座」を 開いておりま したけれど も、そこを大 きく２
つに分けて、昨年度から実施しているものでございます。
ここにあります ように、一つ は食品関係事 業者、研究者 等、一般的 な科学知識を お持ち
の方を対象としま して、食品安 全委員会で行 いました食品 健康影響評 価について、 評価の
過程や結果につい ての理解を深 めていただく ための「精講 ：食品健康 影響評価」と いうも
のと、一般消費者 の方を対象と しまして、食 品の安全に係 る科学的基 礎知識につい て広く
御理解いただくための「みんなのための食品安全勉強会」の２種類を開 催していま す。
その開催状況が 左下で、上が「精講：食品健 康影響評価」、下が「み んなのための 食品安
全勉強会」でございます。
「精講：食品 健康影響評価」につ きましては、
「・加熱時 に生じるア クリルアミド の食品
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健康影響評価」
「・食品由 来のアクリル アミド摂取量 の統計的推 計」につい て、東京 と大阪
で開催しております。
「みんなのため の食品安全勉 強会」につき ましては、東 京が２回、 北海道、大阪 という
ことで、計４回開催しております。
「みんなのため の食品安全勉 強会」につき ましては、規 模を見てい ただきますと 、40名
程度から70名とい うことで差が ございます。 東京は関心が 高かったと いうことで、7 0名ぐ
らい入っています けれども、ア ンケートの満 足度合い等を 勘案します と、30～40名 ぐらい
が一つの適正規模 ではないかと 考えられます ので、30年度 はそういう ことも考えな がら対
応したいと考えております。
30年度につきま しては、
「みんなの ための食品 安全勉強会」は、リス クアナリシス の基本
的な考え方と食中 毒をテーマに してできない かと考えてご ざいます。 これは昨年度 、この
企画等専門調査会 に御報告いた しましたけれ ども、デルフ ァイ法を行 いました結果 、食中
毒の関係とリスク アナリシスの 基本的な考え 方についての 御関心が高 かったことを 踏まえ
てのものです。右側が実施風景でございます。
５ページ目は「『お母さん になるあなた へ』の更新 」で、ホームペー ジの中で公開 してい
るものでございます。
平成21年に作り まして、23年 に１度、更新 しているので すけれども 、その後は見 直され
ていなかったとい うこともござ いまして、赤 字で書いてい る「・リス テリアによる 食中毒
について」、「・ハ チミツの摂取 による乳児ボ ツリヌス症に ついて」、「 ・葉酸サプリ メント
の摂取について」の３つを追加しております。
しかしながら、 これを追加し たことにより まして、妊娠 前に読んで いただきたい 内容、
妊娠中に読んでい ただきたい内 容、御出産後 に読んでいた だきたい内 容が混ざって しまい
ましたので、これ につきまして は、できるだ け早く、各ス テージに応 じて適切な情 報がと
れるような形に変えていきたいと考えております。
６ページ目は「 ４

関係機関 ・団体との連 携体制の構築 」で、マス コミ関係者と の意見

交換会と、関係職能団体との連携強化の２つの中身を記載しております 。
まず「○報道関係者との意見交換会」につきましては、枠の下の左側 でございま す。
直近５回分とし てございまし て、
「５」とだけ入って ございます が、５月24日に開 催して
おりまして、テ ーマは「 脂質」とだ け書いてござ いますけれど も、
「脂 質の摂取～ト ランス
脂肪酸を理解するために～」が正確なタイトルでございます。申しわけ ございませ ん。
その下のグラフが、報道関係者の方々との意見交換会の満足度、難易 度でござい ます。
これは、毎回出 席なさる方と そうでない方 がいらっしゃ いまして、 単純比較はで きない
のですけれども、 できる限り満 足度、難易度 が上がるよう な努力をし てきておりま す。先
ほども申しました 、５月24日の 分につきまし ては、満足度 も難易度も 高いという結 果が出
ている状況でございます。
右側につきまし ては、日本栄 養士会様と食 品産業センタ ー様のウエ ブサイドでご ざいま
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すけれども、私ど もから情報提 供をさせてい ただきまして 、情報を掲 載いただいて いる状
況でございます。
７ページ目は「 ５

学術団体 との連携」と いうことで、 食品安全委 員会では、ブ ース展

示というものをや っていますけ れども、29年 度より、ブー ス展示を行 います学会に つきま
しては、食品安全 委員会の委員 の講演やポス ター発表をセ ットとする という取り組 みを行
っております。そ の際、学会の 参加者が食品 安全委員会の ブース展示 に興味を持っ ていた
だけますよう、一 律の展示内容 ではなくて、 学会ごとの専 門性を加味 した展示を行 ってお
ります。
枠の下にブース 展示等の状況 が出てござい ますけれども 、一番 下の「 日本毒性病理 学会」
のところを見てい ただきますと 、一番右が「 その他」でご ざいますが 、学会と共催 の市民
講座を開催してご ざいます。こ のように、い ろいろな取り 組みを行い ながら、学術 団体と
の連携を深めてまいりたいと考えてございます。
報告は以上でございます。

○川西座長

ありがとうございます。

それでは、ただ いまの前半の2 9年度の運営 状況の報告書 の全般的な 問題、後半の リスク
コミュニケーショ ンについて、 何か説明への 質問あるいは 報告書案に ついて書き方 の問題
等々、どちらでも 結構ですので 、御質問ある いは御意見等 がございま したらどうぞ お願い
いたします。いかがでしょうか。
リスクコミュニ ケーションの ところは、私 がこの調査会 にかかわる ようになった ころに
比べても飛躍的に きちんと整理 されて、ここ の調査会から の委員の先 生方の御意見 も踏ま
えて、随分充実していただいたと思っておりますけれども、いかがでし ょうか。ど うぞ。

○鬼武専門委員

細かいところで、気づいたことがあるので１点申し上げます。

A3の14ページの 、国際会議の 招へいとか委 員派遣のとこ ろと、それ のもととなっ ている
のが参考資料の参 考８の40～41 ページのとこ ろに、海外等 の学会とか 、国際機関の リスク
評価機関への参画というものが書かれているのです。
これは通年、今 までもこうい う形で書いて あるのですが 、例えば、 タイトルだけ 見てわ
からない、JECFAの FAO/WHOの84 回と85回のミ ーティングは 、一方は添 加物で、一方 は動物
用医薬品だったと 思うのです。 ですから、そ の辺は参考の 方に、85回 は動物用医薬 品のリ
スクアセスメント について聞い たとか、そう いうものがわ かるように しないと、こ れだと
両方とも添加物の 国際機関の評 価の方に参加 したような形 になるので 、それはもう 少し工
夫していただいた方がいい。
ですから、A3の 本文の方では 難しければ、 参考８にその ような書き 方をするか、 もしく
はテクニカルレポ ートシートの ここに書いて あるというこ とで、参照 できるように 少し書
き加えていただく 。タイトルだ けでは何の会 議に出たかが わからない ので、そのよ うにし
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ていただきたいと思います。
以上です。

○川西座長

いかがでしょうか。

○松原総務課長

○川西座長

御意見を踏まえまして、考えさせていただきたいと思います。

有路委員、どうぞ。

○有路専門委員
12枚目と、
「４

リスクコミュ ニケーション のところなの ですけれど も、本紙のA3 の方の
関係機関・団体との連 携体制の構築 」という ところで 、マスメディ アに対

する意見交換会、 勉強会を行っ ているところ について、３ 回行いまし たというので はなく
て、どういう反応 が見られたの かとか、理解 がどう深まっ たのかとか 、あるいは報 道に書
かれている内容が どう変化した かという追跡 的な確認みた いなものは 行われている のでし
ょうか。

○川西座長

いかがでしょうか。どうぞ。

○筬島情報・勧告 広報課長

毎 回、アンケー トをとってい まして、そ の結果を踏ま えなが

ら次の開催について工夫する形をとってございます。
記事になったと いう点では、カ フェインに つきましては 記事を書いて いただいてい ます。
基本的に、意見 交換会ではあ りますが、記 事に書いてい ただくこと を念頭に置き ながら
開催しているところでございます。
今、手元に各回 のアンケート の結果がない ものですから 、具体的に どのような御 意見が
あったとか、こう いう点がわか りやすかった 、あるいはど ういう点に ついて考えを 改めた
とか、そういうことにつきましては御説明できる状況にはございません 。

○川西座長

どうぞ。

○有路専門委員

恐らく活動内 容を報告され るときに、多 くの方々が 一番注視する ところ

は、実行回数が何 回かというよ りは、実際に それでマスメ ディアの関 係者の皆さん の理解
がどれだけ深まっ たのかが非常 に重視される ところだと思 うのですけ れども、よく わかり
ましたとか、その 部分の結果を 記していただ いた方が、非 常に効果が あったという ふうに
見られるのではないかと思いまして、そこをやってほしい気がします。

○川西座長

どうぞ。
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○堀口委員

アン ケートでは自 由記載欄があ りますので、 報告すると きには、そこ を中心

に皆さんにわかりやすく提供できればと思います。ありがとうございま す。

○川西座長

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○両澤専門委員

今のリスクコ ミュニケーシ ョンに関連し てのことで すが、私は会 場の雰

囲気も知りたくて 、７月31日の 健康評価の方 と、３月９日 の「みんな のための食品 安全勉
強会」に出させて いただきまし た。人数的に は少ないとは 感じたので すが、いつも いただ
くｅ－マガジンと か、Facebook などでは得ら れない、講師 の先生との 信頼感が醸成 されて
いくような雰囲気 をすごく感じ ました。私自 身も参加して いて、先生 たちの人とな りなど
も感じながら、と ても楽しく参 加させていた だきましたし 、自分の知 識もさらに深 まった
ことを感じました。
人数的に少なく ても、対面の リスクコミュ ニケーション とか勉強会 というのは外 すこと
ができないのでは ないかとその ときにすごく 思いましたの で、どのよ うな形でそう いうも
のを更に進化させていくかをぜひ検討していただければと思います。
「みんなのため の食品安全勉 強会」では、 基本的な食の 安全の知識 と、佐藤先生 のカフ
ェインのお話をセ ットでやって いただいて、 そのセットが とてもいい と思いました 。高校
教育の家庭科の「高等学校指導要領解説」の「第１９節

食品衛生」には

（１）食生活の安全と食品安全行政
（２）食中毒とその予防
（３）食品の汚染，寄生虫
（４）食品の変質とその防止
（５）食品添加物
（６）食品衛生対策
の６項目を学ぶよ うになってい ます。
「 みんなのため の食品安全 勉強会 」で示してい ただい
た内容が、この中 でもきちんと ここに生かさ れるといいと いうか、学 校教育を終わ るまで
に大まかにあれだ けの知識を持 っていると、 リスクコミュ ニケーショ ンがすごく建 設的に
前向きなものにな るのではない かということ を感じました ので、先生 方にお送りす る副読
本なのですが、こ の間はたしか 中学校を対象 とお聞きしま したけれど も、実際にも う少し
きちんと勉強する のは高校です ので、高校の 先生方への提 供も御検討 いただければ と思い
ます。
以上です。

○川西座長

いかがでしょうか。どうぞ。
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○筬島情報・勧告 広報課長

ア ドバイスをい ただきまして 、どうもあ りがとうござ いまし

た。
まず、人数的な ものにつきま しては、やは りリスクコミ ュニケーシ ョンというこ とで、
双方向性を重視し ますと、どう しても大規模 というよりは 、顔がある 程度見える形 の方が
いいのかなという 感じは持って います。ただ 、そうします と、回数を どうするのか とか、
あるいは東京とか 大阪だとかで はなくて、地 方はどうする のかみたい な話も当然出 てくる
かと思ってござい ますので、そ ういうことを 考えながら30 年度は実施 していきたい と考え
ております。
また、中学生だ けではなくて 高校生につい てもというア ドバイスを ありがとうご ざいま
す。
これにつきまし ては、どこま でできるのか 、どうしてい くのがいい のかみたいな ことに
つきまして、検討 を行ってみた いと思います けれども、私 どものマン パワーの問題 もあり
ますので、少し時間的な猶予をいただければと思っております。

○両澤専門委員

ありがとうございます。お願いいたします。

○川西座長

どうぞ。

○堀口委員

教育 現場がこちら の事務局及び 委員がよくわ からないと ころで、大変 戸惑っ

ています。今、貴 重なアドバイ スをいただき ましたので、 議事録を確 認しながら、 伝えて
いく内容も、要綱に沿った内容となるようにまずは工夫させていただき たいと思い ます。
事務局で今、文 部科学省と内 々にやりとり をしておりま して、教育 委員会等を通 じて、
我々の活動が広く 広まるように というところ で、文部科学 省に御協力 いただくよう に進め
ておりますので、次年度にはその状況が報告できるかなと思っておりま す。
なので、こちらは 教育現場をあ まりわかっ ていないもの で、必死にや っております ので、
こうした方がスム ーズに進みま すとか、そう いう意味でア ドバイスを たくさんいた だけれ
ばと思いますので、引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

○両澤専門委員

○川西座長

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

先ほ どご説明いた だいたとき、 このぐらいの 人数が双方 向のリスクコ ミュニ

ケーションにはい いのではない かという説明 だったのです けれども、 この数という のは、
とにかくなるべく 多く集めよう としてこうい う数になって いるのか。 それとも、も う少し
多目を目標にしていたのか。そのあたりはどうなのでしょうか。

○筬島情報・勧告 広報課長

募 集人員につき ましては、も うちょっと 多くの方が来 られて
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も対応できるよう な会議室準備 しております けれども、当 日、朝に大 雨が降ったと か、交
通事情がよくない みたいな話も あったりなど して、結果的 には30とか4 0人という数 字にな
っていると思っています。
もっと少なくて 、20名ぐらい になっている ところもござ います。た だ、そういう ところ
の方々につきまし ては、繰り返しにな りますけれど も、You Tubeで情報 発信をいたし ますの
で、残念ながら来 ていただけな かった方につ きましては、 それを見て いただくこと で御理
解を深めていただける形としております。

○川西座長

どうぞ。

○堀口委員

例え ば、４府庁の 共催などで、 リスクコミュ ニケーショ ンというか、 意見交

換会をする場合に、大体150名程 度が集まるぐ らいが一番多 かったと記 憶しているの ですけ
れども、実際の質疑応 答のやりとり をするには、コー ディネーター をした経験か らは、150
名が限界になっています。
なので、例えば 、精講などは 評価書に沿っ て、吉田委員 などに非常 にわかりやす く解説
していただいたも のですから、そ ういうもの について100人 いると無理 かなという印 象を持
っておりまして、 実は50名弱と いうのが適切 な人数ではな いかと個人 的には思って おりま
す。

○川西座長

あと 、私も食品関 係はリスクコ ミュニケーシ ョンの経験 はあまりあり ません

けれども、薬の関 係で説明をし た経験でいえ ば、一方的に 情報提供す るのだと、か なり大
勢でも可能なので すけれども、 意見を聞きな がら、こちら がレスポン スして密にや りとり
ということになる と、数がそん なに多くない 方がいいこと もあるので 、目的次第か なと思
うところです。
ほかに何かございますか。どうぞ。

○神村専門委員

学校関係のア プローチがと ても関心があ るところな のですけれど も、参

考資料の３ページ 目の「２

意 見交換会」の ところなので すが、学校 教育関係者を 対象と

して研修会を開催 と、主催では ないけれども 、研修会への 講師派遣の ２つがござい ますけ
れども、参加者数 は出ておりま すが、研修会 に参加された 方の属性は 把握されてい るのか
なと思ったのと、 講師派遣の場 合は、どのぐ らいの人数が 参加されて 、この中の対 象者に
「栄養教諭」とい う項目がちゃ んとあります けれども、実 際に栄養教 諭の方が多く 参加さ
れたのかが伺いたいところです。
実際に、学校で の栄養教諭の 選任状況とい うのは、あま り多くない という実態を 聞いて
おりますので、そ こをターゲッ トになさって もなかなか進 まないので はないかと考 えてい
るので、お伺いしたかった次第です。
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○川西座長

いかがでしょうか。どうぞ。

○筬島情報・勧告 広報課長

ま ず、参考資料 の資料７の３ ページ目の 「○学校教育 関係者

を対象とした研修 会の開催状況 」につきまし ては、ここは 学校の栄養 教諭、学校栄 養士の
方を対象にして実 施しておりま すので、参加 者数は19名か ら58名と幅 はございます けれど
も、そういう方々が全て対象になっております。
「○地方公共団 体等の栄養教 諭等への研修 会の講師派遣 」につきま しても、基本 は実施
される主催が、例 えば、全国学 校栄養士協議 会の京都府研 究会の方が 開催なさると ころに
講師派遣をしてお りまして、こ こにあります ように、栄養 教諭や学校 栄養職員の方 が対象
になっています。そこは１月28日の宮崎県栄養士会も同じでございます 。
ただ、埼玉県の ところにつき ましては「保 育園、幼稚園 、学校等の 教職員」とい うこと
で、例えば、園長 さんが参加さ れたりします ので、必ずし も栄養教諭 、学校の教職 員の方
だけではないので すけれども、 率的には栄養 教諭の方々が 高く参加さ れている状況 にある
と思っております。
人数につきまし ては、今は手 元に資料がご ざいませんの で、数的な ものがわかり ました
ら、後ほど御報告したいと思います。

○川西座長

ほかにございますか。どうぞ。

○小西専門委員

筬島課長から 御説明いただ いた、参考資 料の38ペー ジというか、 リスク

コミュニケーショ ンの６ページ のところです 。積極的にや っておられ て、大変期待 をして
いるところでございます。
１点、気になっ ているのです が、上のボッ クスに書いて あります「 日本医師会と の意見
交換」が、どのよ うな主要な議 題で意見交換 をなされたの か、どんな 感触だったの か。あ
るいは今年度も含 めて、定期的 に意見交換の 機会を設定さ れていくよ うな形になっ ている
のかをお聞きしたいと思います。
というのは、最近いろい ろな食品だと か、食べ 方だとか、サプリメン トだとかに関 して、
お医者さんが推奨 したり、何と かダイエット という形でプ ロパガンダ をしたり、あ るいは
「医師100人に聞き ました 」などの形で 、お医 者さんが食生 活に関して のコメントを 推奨す
るようになってき ていて、かつ それが世の中 では、やや信 憑性が高い という受け止 められ
方をしている状況 の中で、この 食品安全委員 会で行ってい る日本医師 会との意見交 換を私
は大変興味を持っ て見ていたも のですから、差し支えのな い範囲で、内 容とか主要な 議題、
今後の継続性について教えていただければと思います。よろしくお願い します。

○川西座長

いかがでしょうか。どうぞ。
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○筬島情報・勧告 広報課長

日 本医師会につ きましては、 担当ベース で意見交換を させて

いただいておりま して、一つは 、どのような 連携があるの だろうかみ たいな話であ ります
とか、もう一つは 、食品安全モ ニターに医師 の方が入って いただける 余地があるの か、お
声掛けに御協力いただけるかみたいな話のところで伺っております。
まず、今後の連 携にはどうい うものがある のだろうかみ たいなとこ ろにつきまし ては、
まだざっくばらん な話ですけれ ども、一つは 健康食品につ いてどう発 信していくか といっ
たお話で、まだ具 体的な話はな いのですけれ ども、冊子を どのように 出していった らいい
のか。例えば、各 医院に冊子を 置いていただ けるようにす るためには どうしたらい いかだ
とか、そのような話を事務的に進めている状況でございます。
では、今後、定 期的に行って いくのか、ど のようにやっ ていくのか につきまして は、ま
だ具体的に、定期 的に開催しま しょうみたい な話にはなっ てはいない のですけれど も、健
康食品に係る冊子 のほかお子様 向けのもの、 例えば、キッ ズボックス を医院や、小 児科な
どに置いていただ くとか、ある いは学校医の 方々にキッズ ボックスを 読んでいただ いて生
徒に話をしていた だくとか、い ろいろなこと があるだろう と思います ので、ここに つきま
しては、なるべく 連絡を密にし ながら、意見 交換等を進め させていた だきたいと考 えてお
ります。

○川西座長

いかがでしょうか。

○小西専門委員

大変期待して いるところで すので、さま ざまな動き を連携してと ってい

ただければと思います。ありがとうございました。

○川西座長

どうぞ。

○神村専門委員

医師会の名前 が出てまいり ましたので、 日本医師会 の方でも健康 食品に

関連することは非 常に関心が高 く、健康食品 に対する安全 対策に関す る委員会を特 別に設
けております。
ただ、今、御指 摘のありまし た、医師が推 奨する云々の さまざまな 商品について は、全
ての医師が医師会 に入っていて、その行動を 規制できると いう団体では ございません ので、
なかなか難しいと ころがあるの で、実際には 個別にそのよ うな事例が あった場合に 、メー
カーに当たるという形をとっております。
ただ、これから 健康食品に対 して、ますま す私どもの方 でも、どの ような形でや ってい
ったらいいか、健 康被害報告な どをどのよう に集めたらい いかについ て考えている ところ
です。
以上です。
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○川西座長

その関連で何かほかに御発言はありますか。よろしいですか。

では、迫専門委員、どうぞ。

○迫専門委員

ありがとうございます。日本栄養士会でございます。

リスクコミュニ ケーションの 関連では、い ろいろと御配 慮いただき ましたことを まずは
お礼申し上げます。
本日いただいて いるA3の資料 の12ページ、 参考資料のリ スクコミュ ニケーション の方で
いいますと38ページになります。
さまざまなとこ ろで連携の場 面ができつつ あるというと ころでござ います。A3の1 2ペー
ジの（３）の３つ目のポ ツになります けれども、日本 栄養士会は「栄養 の日・栄養週間 2017」
の御後援をいただ きました。こ この「栄養週 刊」の「刊」 は「間」で ございますの で、御
訂正をお願いできればと存じます。
「栄養の日・栄 養週間」の第 １回目を2017 年に開催し、 今年度が第 ２回目という ことで
進めているところ でございます 。引き続きの 御後援をいた だきまして 、また、パシ フィコ
横浜で今年度は2,0 00人の管理栄 養士を集め ての地方イベ ントと、全国 で20万人の国 民に対
してのアプローチ の場面という 形で全国展開 を始めている ところでご ざいます。そ ういう
中での協力関係が一層できれば大変ありがたいと思っております。
また、ウエブサ イトの関係で は、私どもの ホームページ で情報提供 をさせていた だいた
ものが38ページで ございます。 大変ありがた い情報ではあ ったのです が、ちょっと 遅かっ
たです。学校栄養 士等にジャガ イモのソラニ ンに中毒とい うことで情 報を出すとな ります
と、一番多いのが７ 月で、これは 夏休み前に収 穫をしたジャ ガイモを家 庭に持って帰 って、
その保管上の問題 があるという ことで、でき れば夏休み前 にいただけ るとなおよか ったの
かなと思っております。
それでも、この 情報を日本栄 養士会のホー ムページに、 食品安全委 員会からの情 報とい
うことで、非常に信 頼度の高い情 報としてニ ュースのとこ ろに載せまし たので、今後 とも、
このような情報は ぜひいただき まして、その 都度アップし ていきたい と思っており ます。
今後ともよろしくお願いいたします。

○川西座長

○迫専門委員

確認なのですが、今、資料の訂正をしてほしいとおっしゃったところ は。

A3 の12ページ、（ ３）の３つ 目のポツの２ 行目になりま す。「栄養の 日・栄

養週刊2017」の「刊 」は「 刊行物 」の「刊 」ではな く、
「一 週間」の「間 」の方でご ざいま
す。よろしくお願いいたします。

○川西座長

わかりました。
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どうぞ。

○筬島情報・勧告 広報課長

ワ ープロミスは 本当に申しわ けございま せんでした。 修正さ

せていただきます。
情報につきまし ては、申しわ けございませ んでした。も っと時期を 捉えるといい ましょ
うか、タイムリーに発信させていただくべきだと思っております。
これからも、そ ういう意味で は記事の内容 とタイミング を考えた上 で情報提供を させて
いただきたいと思 いますので、よ ろしければ またウエブサ イトへの掲載 をお願い致し ます。
後援名義につき ましては、今 年もやらせて いただきたい と思ってご ざいますので 、また
よろしくお願いいたします。

○川西座長

ありがとうございました。

どうぞ。

○小西専門委員

先ほど、私は 資料の31ペー ジと言ったの ですが、事 前にいただい ていた

方の資料でページ を言ってしま ったので、今 日机の上に載 っていたも のでいうと、 迫委員
のと同じ38ページ でございまし たので、そこ だけ訂正させ てください 。申しわけご ざいま
せんでした。

○松原総務課長

皆さんに事前 にその時点で の案を一度、 お送りさせ ていただきま して、

本日、最終版を配 付いたしまし たが、ページ のたてつけ等 が異なって おりました。 申しわ
けございません。

○川西座長

失礼 しました。私 は打ち合わせ のときに使っ ていたもの を見ていたも ので、

そのページをフォローできていませんでした。ごめんなさい。
ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○有田専門委員

ありがとうございます。

参考資料の38ペ ージ、A3の12 ページに関連 して、リスク コミュニケ ーションのと ころで
す。
意見としては、 先ほど委員の 先生方もおっ しゃったよう に、少人数 というか、30 ～40人
で全国でも何度も 行っていただ ければ、集め るのは大変だ と思うので すけれども、 会場に
参加した消費者、 消費者団体は 非常に身近に 感じて、わか りやすいと いうことにな ると思
います。
38ページのマス コミの関係者 に対する意見 交換会、知識 の普及活動 ということな のです
が、リスクコミュ ニケーション の会場にも案 内をして取材 をしてほし いとか、そう いう呼
21

び掛けをされているのでしょうか。
また、38ペー ジには「 食品安全に係 る知識の普 及活動」と 書かれてい るのですけれ ども、
目的としては、誤 解から、騒ぐ ・煽るような 報道が行われ ないように ，知識の普及 という
目的があるのでし ょうか。それ から、カフェ インが非常に わかりやす くて、満足度 が高く
て難易度は低いの は、もともと カフェイン自 体が身近な問 題で、ほか のものは添加 物であ
ったり、豆腐の充 填だったりし ていろいろと 難しいところ があって、 それはマスコ ミ関係
者の方も、一般消 費者とあまり 変わりがなく て、先生方の 説明が悪い というよりも 、もと
もとの対象が難しいという事ですか。
これもまた質問 になるのです が、改めて、 マスコミ関係 の方が説明 会の後に、食 品安全
委員会の先生方に 、個別にこう いうことを書 きたいのでと いう質問な どがこれまで にあり
ましたでしょうか。わかれば教えていただきたいと思います。
以前、ほかの団 体からの意見 にもあったと 思うのですが 、消費者団 体にマスコミ から質
問が来ますが、そ れは御自分の 知識を深める ために聞いて くることが あって、専門 委員会
ができてからは、 そのようなこ とはなくなっ てきていると 思うのです 。先生方から 、消費
者団体とのリスク コミュニケー ション、その 後に何か書く ときがあっ たら、遠慮な く質問
してくださいとい う発言があっ たと記憶して おりますが、 マスコミの 方はいかがな のでし
ょうか。教えてください。

○川西座長

いかがでしょうか。どうぞ。

○筬島情報・勧告 広報課長

ま ず、12ページ との関係を先 に説明させ ていただきま すと、

リスクコミュニケーションにつきましては何種類かパターンがございま す。
講座物につきま しては、ホー ムページでも 掲載しますし 、いろいろ なところにも 載せて
いただいていますので、マスコミの方も入っていらっしゃることがござ います。
ただ、学校教育 関係者を対象 として、地方 公共団体と共 催するもの につきまして は、地
方公共団体が学校 の先生方にだ け連絡を取っ たりしますの で、正直に 言って、そこ にマス
コミの方が来られているという実態はございません。
マスコミの方々 との食品安全 委員会との連 携でございま すけれども 、意見交換会 に来て
いただいて、理解 を深めていた だき、例えば 、カフェイン につきまし ては記事に書 いてい
ます。理解を深め ていただいて 、すぐには記 事にならなく ても、どこ かのときに書 いてい
ただくことも目的としてあると思っています。
それ以外の内容 で、記事を考 えたり、御自 分で勉強なさ った際に、 もう少し知り たいと
いうときには、私 どもの代表電 話あるいはリ スクコミュニ ケーション 官のところに 直接電
話がかかってまい りまして、こ れについて教 えてほしい、 評価書に書 かれているこ の内容
について、もう少 しわかりやす く言うとどう いうことなの かといった 問い合わせが あり、
それが記事になっているのも事実でございます。
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もうちょっと詳 しい点につき ましては、リ スコミ官から 補足・説明 していただき たいと
思います。

○渡辺リスクコミュニケーション官

お答えします。

意見交換会の席 で質疑応答の 場を設けてお りますので、 そこでその 場での御質問 につい
ては、委員の先生からお答えしております。
あとは、終わっ た後にアンケ ートをとって おりますので 、そこに御 質問がある場 合もあ
ります。内容に応 じまして、事 務局で調べて お答えできる ものがあり ますれば、説 明会が
終わった後に、事 務局から、こ れについては こういうこと ですという ことでお知ら せをし
ております。

○川西座長

どうぞ。

○畝山専門委員

今の補足なの ですけれども 、カフェイン に関しては 、講師を務め たのが

うちの部の者で 、意見交換 会の後、記 者さんが取 材にいらして 、記事を 書かれており ます。

○川西座長

どうぞ。

○堀口委員

消費 者団体の方々 との意見交換 会は、消費者 団体という ことで、大体 参加者

が同じような雰囲 気で進めさせ ていただいて いるのですけ れども、マ スメディアの 方々に
関しましては、テ レビの方もお られますし、 新聞の方、週 刊誌の方、 それから食生 活のジ
ャーナリストの会 に所属されて いて、もとも とベースとな る情報を非 常にお持ちの 方、社
会部などのように 、消費者とあ まり変わらな いというか、 今、勉強中 の方々という ところ
で、情報提供の仕方については、いつも事務局の方で悩んでいるところ です。
というのは、事 前に申し込み をいただいて いますが、そ の方々がど こまで情報を お持ち
になった上で参加 をしているか が事前にわか らない状況で すので、先 ほど、有路委 員から
も御指摘いただき ましたが、こ の棒グラフを 素直に評価す るのは難し いかなと思っ ており
ます。
もう一点は、最 近、参加者が 増えてきてい る状況にあり まして、昨 年度などは10 人ちょ
っとなどの場合も ありましたが 、今年度は30 人前後の参加 をいただい ておりますの で、事
前にその方々が、 御質問ではな く、どういう 情報が欲しい のかという ところを拾え ないか
と思いながら、年 に大体３～４ 回開催してお りますので、 工夫をして やっていきた いと思
います。
有路委員から御 指摘いただき ましたとおり 、反応につい て、資料と してまとめら れない
かどうか、次回からきちんと提供したいと思いますので、よろしくお願 いいたしま す。
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○川西座長

ありがとうございます。

ほかにございますか。どうぞ。

○有路専門委員

今、堀口委員 が言われた内 容で、これは 平成30年度 の方向性で検 討して

いただきたいとい うことで、そ のときにも議 論すればいい と思うので すが、メディ アの対
象になる方々にト ピックスとし て、例えば、 ここにあるか び毒がどう のこうのとい うのも
大事なことなので すが、もっと 基本的なとこ ろとして、食 品にかかわ る情報の獲得 方法と
か、あるいは情報 の検証方法と いうものを、 データソース はこのよう に使ってくだ さいと
か、このように検 証してくださ いという、か なり一般的な 情報リテラ シーみたいな ものを
解説する機会を設けるのがいいのではないかと思っています。
というのは、特 に去年、今年 にかけてみた いに、あまり 食品に関す る大きな問題 がない
ときこそ、リスク コミュニケー ションで非常 に重要な期間 になりまし て、今、申し 上げた
ような基礎的なこ とが回るよう になるので、 大きな問題が あったとき のハザードへ の対応
はやりやすくなりますので、御検討いただければと思ってございます。

○堀口委員

そう したいと思い ます。とい うのは、要するに、デルファイ 法の結果が、
「み

んなのための食品 安全勉強会」 で、最初に小 平次長からハ ザードやリ スクについて 説明し
ていただきましておりまして、それをメディアの方にもきちんと転換し ていく。
また、その情報 のとり方、検 証の仕方など も、今、アド バイスをい ただきました ので、
毎回、テーマとは別 にきちんと情 報提供をで きればと思い ます。ありが とうございま した。

○川西座長

ありがとうございます。

それ以外に何か。特にはよろしいですか。どうぞ。

○筬島情報・勧告 広報課長

先 ほど来、御質 問いただきま した、講師 派遣の関係の 人数が

わかりましたので、少し御説明させていただきたいと思います。
資料の通し番号35ページ目、資料７の３ページ目のところでございま す。
左下の「○地方 公共団体等の 栄養教諭等へ の研修会の講 師派遣」と いうところで ござい
まして、まず、京都府の関係につきましては、約60名でございます。
埼玉県につきま しては、一連 のシリーズで の開催ですの で、毎回必 ずしも同じ参 加者数
ではありませんが、30～40名ぐらいではないかと思われます。
１月28日のカフ ェインにつき ましては、100 名程度の参加 があったと いうことでご ざいま
す。御報告が遅くなって申しわけございませんでした。

○川西座長

ありがとうございます。

ほかによろしいですか。
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それでは、今日 の審議の中で 、資料の案の 訂正というこ とでいきま すと、先ほど 、迫委
員から御指摘いた だいた、12ペ ージの「栄養 週刊」の「刊 」を「間」に 変えるという こと。
私がきちんとフ ォローできな かった部分で 、この参考資 料の方の訂 正は何かあり ました
か。

○鬼武専門委員

私は、参考資 料８のところ で、JECFAと かBfRもそう なのですけれ ども、

タイトルで中身が わからないも のについては 、例えば、ど ういう添加 物のリスク評 価のた
めにいっていたと か、もう少し 説明がないと 、タイトルだ けではわか らないのでは ないで
しょうかということで、そこは事務局の方に御検討くださいとお願いし たつもりで す。

○川西座長

きちんとフォローしていなくてすみません。

一応、資料の点 ではそんなと ころで、それ 以外に私が気 づいたこと として追加さ せてい
ただきますが、この40ページ と44ページで 、
「米国食 品安全基準 庁」は多分 、英国は 正しい
のですが、米国FDA の場合は「食 品医薬品庁 」かと思いま す。40ページ の「（１）外 国政府
機関への訪問」の 最後と、44ペ ージ目の意見 交換の２か所 で、この資 料を更に使う という
ことがあれば訂正いただく方がよいと思います。
それ以外の特に リスクコミュ ニケーション のところは、 私の印象で は非常によく やって
いただいていると いうことがあ りますけれど も、さらに工 夫していた だきたいこと のコメ
ントが幾つかござ いました。コ メントを参考 にさらに改善 していただ ければと思い ますけ
れども、資料の点 では、先ほど の鬼武委員の 御指摘通りに 参考資料の ところの訂正 は検討
していただくとし て、資料案で は１か所の訂 正ということ で、この運 営状況報告書 に関し
ては、食品安全委 員会に報告す ることにした いと思います が、いかが でしょうか。 よろし
いですか。

（「はい」と声あり）

○川西座長

それでは、そういう形で進めさせていただきます。

今、マイクの不 調があって進 めにくい部分 もあり、ちょ うど今日の 議題の半分ぐ らいだ
と思いますので、 ここで10分間 だけ休憩をと らせていただ いて、３時 半から、後半 ２つの
議題を審議させていただきたいと思います。どうもありがとうございま した。

（休

○川西座長

憩）

マイクの調整も何とか間に合った感じなので、再開したいと思います 。

「平成30年度食品安全委員会緊急時対応訓練について」が２つ目の議 題です。
まず、事務局から説明をお願いしたいと思います。
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○松原総務課長

平成30年度 に行う食品安 全委員会緊急 時対応訓練 については、 １月29

日に開催された当 専門委員会に おける調査審 議を踏まえ、 ２月６日の 委員会におい て、資
料２－２に掲げら れたとおり、 平成29年度食 品安全委員会 緊急時対応 訓練計画のと おり実
施する旨が決定されたところでございます。
資料２－１は、これを踏まえました訓練の骨子案でございます。
委員会が単独で 行う「緊急 時対応手順研 修」、
「情 報発信研修 」及び「 メディア対応 研修」
と、各府省が共同 で行う「確認 訓練」からな る枠組みにつ きましては 、昨年度とほ ぼ同様
でございます。な お、このうち 「緊急時対応 手順訓練」に ついては、 既に４月に実 施され
たところでございます。
このような研修 の実施に当た りましては、 昨年度におい て指摘を参 考に、各関係 機関の
強みを更にいかせるように、一層の工夫に努めていきたいと考えてござ います。
説明は以上のとおりでございます。

○川西座長

とい うことですが 、幸いにして 、ここのとこ ろ、特に本 番を実際にや る場面

はないようですが 、ただいまの 訓練に関する 御説明につい て、説明の 内容あるいは この資
料に関して御質問 、御意見等が ございました ら、どうぞお 願いいたし ます。いかが でしょ
うか。
特にないようで すので、この緊 急時対応訓 練に沿って実 施していただ ければと思い ます。
よろしくお願いします。
２つ目の議題は以上です。
３つ目の議題は 「平成30年度 食品安全委員 会が自ら行う 食品健康影 響評価の案件 選定の
進め方について」です。
まず、事務局から説明をお願いします。

○松原総務課長

引き続き、事務局総務課でございます。

まず、前回まで に当専門調査 会において、 この委員会が 自ら行う食 品健康影響評 価、い
わゆる「自ら評価 」の在り方に ついて御意見 があったこと から、その 改善に関する 事務局
の考え方を資料３－１に掲げているところでございます。
まず、いわゆる 「自ら評価」 の意義自体に ついても御意 見がござい ましたので、 この法
令上の位置づけについて御説明申し上げたいと思います。
資料３－１から 通しで付され ているページ 数で、８ペー ジに掲げら れている参考 １を御
覧ください。
食品の安全性の 確保に関する 基本的な事項 を定める食品 安全基本法 の第23条第１ 項第２
号においては、当 委員会がつか さどる事務と して「次条の 規定により 、又は自ら食 品健康
影響評価を行うこと」が掲げてございます。
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この「次条」、すなわち、第24条 においては、関係 各大臣が一定 の場合に、委員会 の意見
を聴かなければな らない、又は 聴くことがで きる旨が定め られてござ いますけれど も、こ
れに対して、下線が施さ れた「自ら食品健 康影響評価を 行う」、いわゆる「自ら 評価」を行
うとは、関係各大 臣から意見を 聴かれた場合 以外において も、いわば 職権で食品健 康影響
評価を行うことを指してございます。
このように、関係各 大臣から意見 を聴かれた場 合以外におい ても、いわゆる「自ら 評価」
を行うことが委員会の事務である旨が法令上で規定されていることとな ります。
同様に、９ペー ジに掲げられ た参考２は、 これまでに選 定されたい わゆる「自ら 評価」
に係る案件の実施状況についてでございます。
右の欄に掲げら れているとお り、いわゆる 「自ら評価」 の実施を踏 まえ、関係行 政機関
においてさまざま な措置がとら れてございま して、事務局 としては食 品の安全性の 確保に
相当程度の意義があったのではないかと考えてございます。
１ページ目にお 戻りいただき まして、以上 に申し上げま したとおり 、いわゆる「 自ら評
価」につきま しては 、事務局とし ては、法令上 、委員会の事 務として掲 げられている こと、
実際上も関係行政 機関において さまざまな措 置がとられて いることか ら、今後とも 実施し
ていくことが適当ではないかと考えてございます。
また、その実施 に当たりまし ては、国民等 のニーズを反 映させるあ るいは透明性 を確保
するという観点か ら、引き続き 、案件候補の 外部募集を行 うことが適 当ではないか と考え
てございます。
ただし、前回ま での会合にお いて御発言が ございました とおり、ま た、１ページ の「１
背景」のところに 掲げられてい るとおり、応 募件数が減少 する傾向に あることがご ざいま
すので、例えば、
「２

改善 策」に掲げられて いるような改 善策をとる ことが考えら れるの

ではないかと思ってございます。
まず、「（１）短 期的事項」は 、例えば、本 年度において 行う募集に 合わせて実施 する事
項として、前回ま での会合にお いても御発言 がございまし たとおり、 現行において は、当
委員会のインター ネットのサイ トにおいて掲 載を行うとと もに、専門 委員に対して 個別に
要請を行っている 募集について 、専門委員会 等へ臨時に御 出席いただ いている専門 参考人
及び地方公共団体 において食品 の安全に関す る事務を担当 されている 職員の方々に 対して
も、個別に要請を行うことが考えられるのではないかと思ってございま す。
なお、先ほど申 し上げました とおり、既に 食品安全基本 法において 、関係各大臣 は当委
員会の意見を聴か なければなら ない場合以外 においても、 任意に当委 員会の意見を 聴くこ
とができるとされ ている旨と重 複するおそれ があることか ら、ここに は掲げてござ いませ
んけれども、国の 関係行政機関 において食品 の安全に関す る事務を担 当している職 員に対
しても、非公式に これらのいわ ゆる「自ら評 価」のニーズ を聴取して 、必要に応じ て当専
門調査会等に対して御報告することも考えられると思ってございます。
また、これら以 外の「（２）中 長期的事項 」として、例 えば、調査審 議の方法につ いて、
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現行においては全 ての案件を当 初から当専門 調査会におい て調査審議 を行っていた だいて
いるものを、必要 に応じて、あ らかじめ少人 数によるグル ープによっ て調査審議を 行って
いただくとするこ とですとか、 あるいは調査 審議のスパン について、 現行において は応募
の状況等にかかわ らず毎年行っ ている調査審 議を、例えば 、専門委員 の任期との整 合性を
考えますれば、２ 年ごとといっ た形で複数年 ごとに行って いただくこ とも考えられ るので
はないかと思ってございます。
なお、前回まで の会合におい て御発言がご ざいました評 価全体の優 先順位につい ては、
いわゆる「自ら評 価」以外の評 価に関するお 取扱いにも関 係いたしま すことから、 事務局
としては、来年度 の運営計画と 併せて御議論 いただくこと も考えられ るのではない かと思
ってございます。
また「自ら評価 」のお取扱い についででご ざいますけれ ども、誤解 を受けること がない
よう、情報発信等 の場面を始め として、今後 、十分に注意 してまいり たいと思って ござい
ます。
２ページの資料 ３－２でござ いますけれど も、先ほど申 し上げまし たとおり、事 務局と
しては、差し支え なければ、本 年度において も外部募集を 含めた手続 を行いたいと 考えて
いるところでございまして、その流れの案でございます。
昨年度とほぼ同 様で、８月く らいまでに意 見等の募集を 行い、その 後、事務局に おいて
候補の整理を行い ます。11月を 目途に開催さ れる本専門調 査会におい て、１回目の 絞り込
みを行っていただ いた後、２月 を目途に、本 専門調査会と して適当と 考える取扱い を御決
定いただきます。
この取扱いにつ きましては、 詳細な評価書 を策定する、 いわば狭義 の「自ら評価 」の対
象候補とするもの のほか、ファ クトシートの 作成の候補と するなどの 取扱いも含ん でおり
ます。
その後、食品安 全委員会にお ける審議等を 経て、最終的 な取扱いを 決定していき たいと
思っております。
今、議題（３） の資料３－２ の御説明を行 っているとこ ろで、左側 の欄の括弧書 きにつ
きましては、昨年 のそれぞれの 手続が実際に 行われた時期 を御参考ま でにお示しし ている
ところでございます。
３ページの資料 ３－３は、対 象候補を選定 するに当たっ ての考え方 に関する委員 会の決
定で、これは昨年度お示ししたものから改正は行われてございません。
４ページの資料 ３－４は、対 象候補につい て、当専門調 査会に提出 される資料に 関する
委員会の決定で、これも昨年度お示ししたものから改正は行われてござ いません。
５ページの資料 ３－５は、先 ほど、資料３ －２について 申し上げた 募集に当たっ てお示
しすることを予定している内容でございます。
冒頭の専門調査 会における御 発言を踏まえ まして、特に 御留意いた だきたい点に 下線を
施すなどして、対象の明確化を図ることを考えてございます。
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事務局からの御説明は以上でございます。

○川西座長

今の ご説明で、昨 年度の「自ら 評価」のトピ ックの選定 で、なかなか 適当な

ものがなかった。 また、提案も 減っている中 で、今回「自 ら評価」の 公募をどのよ うにす
るか、あるいは公 募を当面しな いというよう な話も議論に あったかと 思いますけれ ども、
その点については 、事務局の方 は例年どおり のスケジュー ルで行いた い。ただ、改 善案と
して、短期的な対 応事項として は、積極的に 専門参考人へ 要請したり 、地方公共団 体の食
品安全担当職員へ提案していただくように要請をする。
中長期的には、 審議方法もよ り積極的に問 題の選定がで きるように やっていこう という
事務局のたたき台を出していただいました。
いずれにしも、今 年度は昨年と 同様のスケジ ュールで公募 はしたいとい う事務局側 の御
提案と理解しまし たが、もう一 つ、この関係 で先般よりず っと御発言 いただいてい る鬼武
委員から、今日配 付いただいた 資料がござい ますので、こ こでその意 図を含めて御 説明い
ただけますでしょうか。

○鬼武専門委員

わかりました。

今日机上配付し た資料を基に 、皆さん方の 積極的な議論 が進む上で ということで 、少し
発言させていただければと思います。
前回の１月の専 門調査会のと きに、これま で実施してき た「自ら評 価」のレビュ ーを行
うべきであるとか 、リスクの評 価のコンセプ トシートみた いな形で、E FSAが行って いるよ
うな全体的な優先 順位を策定し てはどうかと いうことと、
「自ら 評価」という言葉自 体も少
し議論しておかな いと、一般の 人などの受け 手側からする とわかりに くいのではな いかと
いう３点を宿題と して、前回は いろいろメモ を出して他の 委員の方か らの意見も出 してい
ただいた。
その後、今回も もう一度、EFS Aの状況を少 し調べました 。これで結 論が出るわけ ではな
いのですけれども、日 本は食品安全 基本法の第二 十何条によっ て、
「自ら評価」とい う規定
がされているし、これに基づいてやることが基本になっております。
EFSAの方も多分 、EFSAの設置 法とか、EFSA 自体が「Food and Feed L aw」というこ とで、
2003年にできた法 律の中で、既 にリスクアナ リシスの原則 とか、その 辺の規定も全 てあり
ます。その中で 、EUも日 本と同じ設置 時期となり1 5年が経過し ておりますの で、もう 一度、
EFSAのウエブサイドなどを少し見直してみました。
今後の議論にな るためにとい うことで、EF SAのところで 、法律が日 本と違います けれど
も、一つは「self- tasking」と いう言葉で、 自らが自身の イニシアチ ブで科学的作 業を行
っていますという ことで、その内 容はEFSAの ウエブサイト に載っていて、１ページ目 の「How
we work」から、次のページま で掲げられて いまして、上に 仮訳を書い ているのです けれど
も、
「私たちは また」とい うことで 、これはEFSA が各加盟国と かに対して 、私たち自 身のイ
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ニシアチブとして 「特に新興の 問題や新たな ハザードを調 査し、評価 方法やアプロ ーチを
更新するための科 学的作業を行 っています」。これがいわ ゆる「『self- tasking（自 己タス
キング）』として知られています」ということがウエブ上に掲げられて おりました。
もう一つ、もう少し探 ろうと思いま して、３ページ目の ところは「External Evalua tion」
ということで、外部 評価機関みた いなところ でEFSAのファ イナルレポー トがあるので すが、
これはまだ全部は読んでいません。
昨日、大まかに 読んでみまし て、その中で EFSAの「self -tasking」 のところが、 個々の
外部の会社により 作成したEFSA レポートの中 の40ページ以 降に、これ 自体のやって いるこ
とは2007～2010年 のもので、そこで「新興の 課題（Emerging issues）」と「今後の 挑戦（future
challenges）」に分類されています。
これが版権の関 係でいろいろ ありましたの で、その次の５ペ ージに、
「self-ta sking」と
しては、こういう ものをEFSAの ところで、新 興のウイルス 、病気があ るとか、実際 には、
日本の場合は既に 薬剤耐性とい うものは、各 省庁がリスク 評価なり管 理を行うとい うこと
で進んでいるので すけれども、E FSAのところ では、生物学 的ハザード として「Food borne
antimicrobial resistan ce as a biological hazard」とい うことで、 これも新興の 課題と
いう分け方をされています。
こういうことを 見ると、現状 で、日本の食 品安全委員会 の中で、評 価第１課又は 評価第
２課、もしくは今 の新しいリス ク評価のため のアプローチ の検討をさ れている部局 もあり
ますし、いろいろ な形で総合調 査課題という ものもあって 、そういう ものも実はリ スク管
理にはかかわらな いのだけれど も、実は食品 安全委員会と して自らと いうか、事前 の調査
などをしているも のもここに入 っているので 、これまでの 「自ら評価 」という聞き 方をし
ていると、また同 じようなフィ ールといいま すか、道に陥 ってしまう 。少しドラス チック
に大きな視点で考 えて、今まで いろいろ各１ 回や２回、３ 回なり検討 を深め、いろ いろと
取り組み事項も考 えてみれば、 リスク評価と しては新しい 事項であっ たり、何か評 価手法
の新しい検討方法 もあるので、 そういうこと を事務局とし てまず少し まとめて、そ の中か
ら「リスク評価」 なり「自ら評 価」という言 葉が出てくる ようなイメ ージを考えて はどう
かということです 。これは前回 の宿題の整理 が全体として 本部会で受 け入れられな かった
ために、考えた次第でございます。
簡単でございますが、また後で意見をさせていただければと思います 。
以上でございます。よろしくお願いします。

○川西座長

ありがとうございます。

それでは、先ほ ど、事務局か ら御説明いた だいた資料３ －１、また 、鬼武専門委 員は今
日、本当に貴重な資料を準備いただいてありがとうございます。
これも併せて、 説明の内容あ るいは資料の 記載事項等々 について、 御質問あるい は御意
見等がありましたら、どうぞお願いしたいと思いますが、いかがでしょ うか。どう ぞ。
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○大澤専門委員

資料３につい て御質問です 。法律 上で定められ ていることも あり、
「自ら

評価」は、今年継続してやっていくという説明だったと思います。
スケジュールも、
「自 ら評価」の外部募 集の公募の文 書案も、去年と あまり違いが ないで
す。資料の１ペー ジ目に「２

改善策」とし て「（１）短期 的事項」と いうものがあ り、今

までの外部募集の 対象とは別に、募集数を増 やす目的でポ ツ２つの項目 を実施すると あり、
その対象に対して も要請をかけ るとあります 。今回のスケ ジュール表 を見ると、８ 月ぐら
いのところに「募集」とあるのです が、今年の募集 にも「（１）短期 的事項」のポツ ２つの
対象にも要請をかけると理解してよろしいでしょうか。

○川西座長

どうぞ。

○松原総務課長

こちらの方で 、そういった 要請をするこ とが適当だ という御意見 があり

ましたら、それを 踏まえまして 、本年度の募 集においても 、既に専門 委員について は同様
の要請を行ってい るところでご ざいますので 、それと同様 に専門参考 人や地方公共 団体の
職員に対しても、要請を行っていきたいと思っております。

○川西座長

これ は公募に並行 して、とにか く公募に応募 してくださ いという形で 積極的

に要請をかけるということですか。

○松原総務課長

ホームページ 等に載せるだ けではなくて 、こちらから も要請をかけ ます。

○大澤専門委員

公募に対して 出してくださ いという「要 請」だとお っしゃってい ました

が、先ほどの説明 は「聴取」と いう言葉を使 っていらっし ゃったので 、ヒアリング なのか
と私は思っていま した。正式に 個々の要件・ 要望に募集を してくださ いという要請 ではな
く、議論の俎上に 上げるような 案件はありま すかというヒ アリングを 行って、それ につい
て良い項目があれ ば、その中から 公募に上げ てくれません かという働き 掛けと感じま した。
それではなく「公募してください」という働き掛けという理解でよろし いですか。

○松原総務課長

失礼いたしました。

現行の専門委員 に対してのも のと同様のお 声掛けを行う というのは 、専門参考人 と地方
公共団体を想定し ております。 このほかに、 国の行政機関 において食 品の安全を担 当して
いる方に対しても 、同様の形で はありません けれども、先 ほど申し上 げましたとお り、定
期的な会合等も開 かれておりま すので、そう いった場で意 見をお聴き することが考 えられ
ると思っております。
これらを資料に 掲げなかった のは、既に現 行におきまし ても、法令 上、関係行政 機関に
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おいて私どもの方 へ任意で意見 を聴くことが できる仕組み になってお り、そこを同 じ形で
行うと、制度とし て重複してい るおそれがあ るからです。 インフォー マルに御意見 をお聴
きして、これだと いうものがあ りましたら、 専門調査会に 御報告する などの対応も 考えら
れるという趣旨で 、そこについ ては「聴取」 という言葉を 使わせてい ただいたとい うこと
です。

○大澤専門委員

鬼武委員から の御提案は、
「自ら評 価」に 対する根本 的な意見だと 思いま

す。今回の対策と いうのは、あ くまでもトレ ンド的に募集 の数が少な くなってきて いる課
題に対しての、安 全委員会側の ポツ２つの施 策ということ で前回も聞 いております ので、
もし数を増やすと いう目的があ るのであれば 、公募してく ださいとい う呼び掛けの ほかに
も、聞き方とかを 変えた方が数 は増えるので はないかと思 いましたの で、意見をさ せてい
ただきました。ありがとうございます。

○川西座長

ありがとうございます。

事務局提案は結 局、そこのポ イントは、今 回は「自ら評 価」の枠組 みそのものを いろい
ろ変えるというか、変えることも含めて検討するということではないの ですか。

○松原総務課長

ここに掲げら れているのは 、大まかな枠 組みは同様 のままで、要 請先を

増やしていったりすることを書いてございます。

○川西座長

ということですけれども、いかがでしょうか。御意見でも結構です。

これは公募をか けるとすると 、今日、この 方針で公募を する。もち ろん、鬼武委 員の御
趣旨からいくと、 法令に載って いる「自ら評 価」のやり方 なのかもし れませんけれ ども、
それを並行して議 論することも 可だろうと思 うのですが、 とりあえず 公募をするか どうか
という話について は、今日、そ れなりに方針 が出ていない と難しいと 思うので、そ れも含
めて御意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

○大澤専門委員

公募はしてい いと思います 。あと公募の 数の課題や 、検討方法の 課題等

を検討すれば良いと思います。

○川西座長

私が 感じているの は、ただ公募 数だけ増えれ ばいいとい うものでもな いと思

います。今まで、 数が多くても 、こちらから 求めるものと なかなかマ ッチングしな い感じ
で、多分、あまり よく知らない 人から見ると 、どうして採 択されない のかと思う部 分もあ
ると思いますけれ ども、これに マッチングす るものがどう いうものか の説明につい ては、
もう少し長期的には議論した方がいいのだろうと私は個人的には思って います。
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○大澤専門委員

「自ら評価」 項目案件が上 がってきて、 この場で、 それらをリス ク評価

すべきなのか、も しくはファク トシート案件 にするのか、 情報収集案 件にするのか という
議論をすることは 、すごく良い ことだと思っ ております。 それについ ては問題ない と思う
ので、今年度もそういう案件が上がってくれば実施すべきだと思います 。
ただ、鬼武委員 が述べたは、 根本的な「自 ら評価」とい う言葉の内 容の関係だと 思うの
で、それは、違う 課題であると 思います。私 が先ほど述べ た、数の話 もまた違う課 題であ
り、この場で、今 まで実施され た「自ら評価 」の議論をす ることは否 定されること もない
し、良いことだと思いますので続ければよろしいかと私は思っておりま す。

○有田専門委員

質問です。こ の「自ら評価 」で、一旦評 価後、数年 経過している ので改

めて評価をし直す方向で検討しているものは、どれぐらいあるのですか 。

○松原総務課長

過去に行った 評価を何か明 示的に見直し たという作 業は、今のと ころは

行っていないと思っております。

○川西座長

大体 、今までの議 論は、過去に リスク評価を 行ったもの に対しては、 評価結

果に応じて管理期 間で対応がと られ、その後 どのように変 わったかと いう結果が出 ていな
いので、結果をモ ニターした後 にリスク評価 のやり直しを 検討しまし ょうという議 論は幾
つかのテーマで行 われたような 気がします。 したがって、 過去にリス ク評価が行わ れたテ
ーマであっても、 それだけの新 しい情報がそ ろっているか ら、再度評 価をしましょ うとい
う結論はありだと 思うけれども 、数年前に評 価結果が出た ものに対し てまたすぐに リスク
評価をやりましょ うというのは ないと思いま す。そのあた りはテーマ によるのだと 私は理
解していますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。

○有田専門委員

絶対に評価の 見直しは行わ ないという事 ではないと いう事をお聞 きした

かったということです。

○川西座長

私が答えるべきものではありませんけれどもね。

○松原総務課長

それは皆様の 御議論を踏ま えまして、同 じことでも 新たな知見が 見つか

ったなどというこ とで見直せば いいというよ うな御議論は あり得るの ではないかと 思いま
す。

○川西座長

今ま でにあったの は、例えば、 食中毒菌に関 して、リス ク評価対象に すべき

という御意見に対 して、そのテ ーマは既にリ スク評価され ており、結 果のモニタリ ングが
十分に行われてい ないので、ま ずは情報収集 をしなくては ならないと いうことを理 由に、
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採択しないということは、私が関係してからはよくあったと記憶はして います。
どうぞ。

○鬼武専門委員

とりあえず、 資料３－５で 、募集すると いうので、 今回の募集の 案件の

要旨も読んだので すけれども、 率直な話、世 の中の人に出 すと、これ が結構ハード ルが高
いと相手からまず思われるのではないかと私は見て思いました。
例えば、６ペー ジのポンチ絵 があるのです けれども、実 際のリスク アナリシスの 中でや
るアセスメントサ イドとマネジ メントサイド でキャッチボ ールをしてや る2,800何件 と、今
回の「自ら評価」 というのは同 じレベル間で あるから、こ れはこうい うものがある と、全
体のパーセントからしたらそんなに多くないわけです。
だから、こうい うものが少し ハードルを高 くするのでは ないかと見 えるのと、６ ページ
のなお書きで、ハ ザードとかい ろいろ出して くれてはいる のだけれど も、それが落 ちると
かいろいろあると いうことで、 この辺の文章 自体ももう少 し案件とし て出してもら いやす
いような文章に修 文しないと、 私はこの２ペ ージを見たと きに、結構 ハードルが高 いから
そもそも出してく ださいと言っ ても出ない気 がしました。 この意見を まず一つ申し 上げた
い。
先ほど、有田さ んが言われた ことなのです が、参考資料 ２の今まで 評価して終わ った案
件も、実はリスク管 理措置として 終わったわ けではなくて、これが現状 はまだ続いて いて、
これが今後どうな るとか、まだ 継続するもの であり、食品 安全委員会 として調査が 足りな
い部分とか、分析 の部分で足り ないとかがあ ると思うので す。だから 、個々のとこ ろもも
う一枠つくって、 例えば、１番 目のプリオン でいけば、飼 料関係で管 理できている のだけ
れども、ほかの動物種 であったらTSE の関係があ って、それは調査 課題であると か、ある程
度わかるようなこ ととかももう 一枠つくって 入れてみるな ども一つの 手ではないで しょう
か。
実際に、このフ モニシンのと ころでも、今 年２月の薬事 ・食品衛生 審議会で、現 行では
日本人の摂取状況 からして、最 大レベル値を 設定する必要 はないとい う結論も出て いる。
ただし、マスクド タイプとか、 モニタリング の必要などが あるので、 これも結構続 いてい
ますよね。だか ら、そう いうことも含 めて少し書 いておかない と、この 参考資料２の 表も、
これで何か完結し たように見え るから、アセ スメントも継 続的であっ て、それで私 はEFSA
のやつがそういう 面では今後の チャレンジと かなんとかを しているの で、そういう 意味で
日本ももう少しカテゴリーなども入れてみたらどうかという気はしまし た。
以上、２つが意見です。

○吉岡評価第二課 長

今の鬼武 委員の御発言 を補足いたし ますと、資 料３－１の11 ページ

を見ていただきま すと、平成20 年度に「デオ キシニバレノ ール及びニ バレノール」 という
かび毒について「自ら評価」を行っております。
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実は、これはま さにこの後、 厚生労働省か ら再評価をし てほしいと いう要請が来 ており
ます。具体的には 、小麦に対す る今の基準値 を引き下げた いのだけれ ども、それで 十分だ
ろうかというもの が来ておりま すので、鬼武 委員から御発 言がありま したように、 リスク
評価とリスク管理 の関係は、１ 回やったらお しまいという ことではな くて、常に新 しい科
学的な知見が出てくれば見直されるという性格のものでございます。

○川西座長

鬼武 委員の御意見 は、恐らく募 集のところに も何かそれ を感じられる ような

記述があった方が いいというこ となのかなと 思ったのです けれども、 なかなかこれ は大変
かもしれません。どうぞ。

○堀口委員

私は システムとか ではなくて、 鬼武さんがハ ードルが上 がるのではな いかと

いう御指摘をして いた部分につ いて御質問な のですけれど も、例えば 、基本的にこ れまで
「自ら評価」案件 でこれはどう でしょうかと 上がってきた ものの中に は、ハザード ではな
いジャーサラダとか、そういうものも過去にありましたよね。
今回わかりづら いというか、 ハードルを下 げるという意 味でいうと 、６ページの アンダ
ーラインが引いて ある文章の下 に「ファクト シートを作成 する案件、 あるいは情報 収集や
情報提供を行う案 件として選定 される場合も あります」と 書いたここ の部分が、も う少し
わかりやすく、充実したらいいのではないかという御意見と考えていい のですか。

○鬼武専門委員

そうです。６ ページのそこ の文章と、下 のポンチ絵 のところが結 構ハイ

ライトしているも のが、これは 消費者とか事 業者とか、単 なるハザー ドを出すだけ ではな
くて、普通の人が 出すときに、 どうしてもそ れが「自ら評 価」という ふうに高く見 えてし
まいませんか。
だから、普通の リスクアナリ シスの、右側 の管理機関と 評価機関の やり方と、そ こは消
費者・事業者のと ころは関心が あって、それ をハザードと して出して もらうとか、 そうい
う意味合いで、個 々の部分の色 が変わってい るのが、そん な専門的な ことを出せる のかと
普通の人は思うか もしれないの で、そこのポ ンチ絵もそう いう気がし たのです。文 章とそ
の２つです。

○堀口委員

私は そこのハード ルを下げるの かこのままな のか、その 辺は事務局が 話し合

ってもらわないと 全然わからな いのですけれ ども、基本的 には多分、 これまでのデ ルファ
イ法でもあったと おり、例えば 、リスクとハ ザードの違い であったり とか、リスク 評価と
か安全の考え方と いうような、 言葉の概念的 なところの、 我々の情報 提供がうまく いって
いなかったりして いる部分がま ず前提にある ものとして考 えた上で、 例えば、今、 議論は
ファクトシートな どというのも、ある意味、こ この場では通 用するかも しれないけれ ども、
世間的にはファク トシートとは 何かとか、リ スクプロファ イルとどう 違うのかとか 、評価
35

書とどう違うのかといった話になりますよね。
事務局側がプロ ファイルをす るとか、ファ クトシートを つくるとい うものも、例 えば、
その「自ら評価」 案件の公募の ときに上げて もらいたいと 思っている かどうかと、 ここの
企画の専門委員の 先生方がファ クトシート、 リスクプロフ ァイルに関 する内容を、 ぜひ自
ら案件公募のとき には情報収集 をすべきであ ると考えるか というとこ ろなのかなと いう気
がしているのですけれども、その解釈で間違いでないですか。

○鬼武専門委員

正直なところ 、私にはわか りません。結 局、難しい のではないか という

気がしたので、どち らにしても、最初は企画等 専門調査会で 結構緩めに 聞いたのです よね。
緩めに聞いたから、だんだん要件を絞っていってこうなりましたよね。
結局、今回はま た並行して議 論はするのだ けれども、募 集するとい うこの文書自 体が、
私は普通の人から 見るとハード ルが高いので 、むしろ事務 局の方であ る程度、今ま でのハ
ザードのことを例 示するとか、 何か分けると か、もしくは 専門家に聞 くとかしない と、単
に聞いて半年後と か、今度、企 画等専門調査 会でどう議論 ができるの かは想像でき ないと
いうか、逆に自信 がなかったの です。やって みて、いいと いうことも あるかもしれ ないけ
れども、結局、数 が少ないと事 務局も一番困 るわけです。 それもあっ たので、私は 先日資
料を読み返して悩みました。

○川西座長

有田委員、どうぞ。

○有田専門委員

今、堀口先生 がおっしゃっ た、ファクト シートが一 般の人にはわ かりに

くいのではないか ということで すが、ですか ら、この資料の この順列が あるわけです よね。
低いというか、言 葉は違うかも しれませんが 、そういうこ とがここに 書かれていれ ば、順
番としては「自ら評価」が一番厳しい条件なのだと思うと思うのです。
ファクトシート という名称が 、一般的に全 ての消費者が わかるかど うかはわかり ません
けれども、環境省 が出している 化学物質のフ ァクトシート は結局、一 般の人にファ クトシ
ートがどういう物 か理解しても らうために、 わざわざ「フ ァクトシー ト」という名 称で出
してきていました。ファクトシー トを作成す る対象物質は 原則として法 律的にはPRTR 法（化
学物質排出把握管理促進法）でつくっています。
ここの食品安全 委員会は、そ ういう法律の 中身ではなく て、対象が 割と広いのだ と思い
ますので、どこに絞っ てファクトシ ートとするの か、
「自ら評価」とす るのかがわか りにく
いのかもしれないということです。

○川西座長

有路委員、どうぞ。

○有路専門委員

表記のところ の日本語をわ かりやすくす るという工 夫は別にやっ たらい
36

いのではないかと 思うのですけ れども、私は 単純に、ホー ムページに 公募するとこ ろがそ
れはそれで必要な のだけれども 、これだけで は多分、足り ないのでは ないかと思っ ていま
す。
どういうことか といいますと 、要は、食品 安全に関する 情報を新た にアセスメン トをし
てもらいたいとい う希望がある と、どういう ところに情報 が集まるか というと、保 健所と
か、いわゆる都道 府県自治体レ ベルのところ にまず集まっ ているので 、自治体にき ちんと
通達を出すことは要るのではないかというのが一つです。
あとは、食品企 業さんの集ま りのいわゆる 商工会である とか、食べ 物を扱ってい るのだ
ったら農協さん、 漁協さんとか 、そういうと ころにこうい うことがあ りますのでい かがで
すかということを するのは、ま だ十分やれて いないのでは ないかと思 いますので、 そこは
普段から相談を受けているところに通達を出すのはいかがかと思います 。

○川西座長

ありがとうございます。

そのあたりはいかがですか。
今、厚労省の食 品衛生法改正 が同時に進行 しているから 、下手に聞 くとリスク管 理に関
するテーマが結構 飛び込んでく るのではない かというのは 思うところ ですけれども 、それ
は交通整理をすれ ばいいことで 、提案数を増 やすというこ とでは意義 深いことだと 思いま
すが、いかがです か。公募して いるという広 報を関係方面 にもっと積 極的に行うと いうこ
とかと思います。

○松原総務課長

まず、先ほど 申し上げまし たとおり、保 健所等を共 有する地方公 共団体

については要請させていただきたいと思っております。
事業者団体等の 取扱いについ ては、相手の 方もあること ですので、 お話を聴いて みたり
して考えていきたいと思っております。
ホームページに 載せる文案の ところ先ほど も御意見があ った、既に評 価を行ってい るが、
その後、事情の変 更があったも のについては 、一応、私ど もは当然、 議論の余地が あり得
るというつもりで はあるのです が、今の６ペ ージのなお書 を見ると、 やや厳しく打 ち消さ
れ過ぎている感も ないわけでは ないので、こ れら辺の書き 方を工夫で きないか考え てみた
いと思っています。

○川西座長

関連の御意見でも、別の視点の御意見でも結構です。

例えば、６ペー ジ目の公募の 書き方ですと 、「『自ら評価 』案件では なく、ファク トシー
トを作成する案件 、あるいは情 報収集や情報 提供を行う案 件として選 定される場合 もあり
ます」というのが 、公募の説明 の相当後にな って、最後に 説明されて いる。そこで 、いわ
ゆるリスク評価の みが提案の対 象と理解され る文章になっ ているとい う視点であれ ば、資
料３－５の１ペー ジ目のちょう ど中段ぐらい にある「ハザ ードがござ いましたら、 積極的
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に御提案ください 」という並び で、リスク評 価だけでなく ファクトシ ートや情報収 集・情
報提供の実施を提 案する案件も 積極的に歓迎 します、とい うことを入 れることは、 表面上
ですけれども、あ りかなと思わ ないわけでも ないです。た だ、読んだ 人の感覚だけ の問題
かもしれません。

○有路専門委員

今の座長の話 と、有田専門 委員が言われ たところと 、私の思うと ころを

追加で言っておき ますと、実際 に採択されな かったとして も、採択さ れなかった理 由が公
表されれば、その 問題は提出し た人にとって は解決すると いうプロセ スがあります 。だか
ら、とりあえずネ タ出しをいろ いろなところ からしていた だくのは、 リスクコミュ ニケー
ションのプロセス としても非常 に価値がある ので、ぜひい ろいろ挙げて もらいたいの です。
それがあると、 要は、挙げて もらう側にこ れでないと受 け付けませ んということ を言う
よりも、採択の基 準としてはこ ういう基準で すというのは 書いておき ながら、いろ いろ提
案してくださいという書きぶりにするのが一番いいのではないかと思い ます。

○有田専門委員

○川西座長

生かされるという意味ではですね。

どうぞ。

○渡邉（美）専門 委員

「自ら 評価」になら ない理由を聞 かされると いう点で、プ エラリ

ア・ミリフィカに ついて聞いた ことなのです けれども、特 定の成分の 評価について は「自
ら評価」を行うが 、複数の成分 が混合して、 しかもその割 合が一定し ていない、天 然物の
状態のものは評価 の対象にしな いと言われた と私は聞いた ことがある のですけれど も、そ
うすると、健康食品とかは結構そういうものが多いのではないかと思う のです。
そういった場合 に、ではどこ に次は言って いけばいいの かとか、そ ういうものが 難しい
のかなと思うので すけれども、 その辺の基準 を変えるとか 、そういう ものはないの でしょ
うか。

○川西座長

今、事務局から何か答えがございますか。

○吉岡評価第二課 長

今のリス ク評価の現状 を申し上げま すと、科学 的な知見がき ちんと

あればそれで評価 ができますけ れども、例え ば、健康食品 的なもので 、知見が不十 分なと
きには、要請され ても知見がた まるまで待た なければいけ ません。今 までの「自ら 評価」
のものでも、やる と決めてから かなり時間が たっているも のがありま すが、それま での間
に研究をやってもらったりしてデータを集めている状況でございます。
ですので、そう いう時間的な ことや実行可 能性なども考 えて決めて いく必要があ ると思
います。今までそ ういうお答え をしていると すれば、知見 があるかど うかをこちら でも調
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べたりしておりま すので、なか なか今の段階 で評価要請さ れてもとい うのはあるの ではな
いかと思います。

○川西座長

どうぞ。

○堀口委員

「自 ら評価」のと きに、毎年、 健康食品につ いては「健 康食品」とい う名前

で出てきたり、健康食品の特定の名称が出てきたりということがありま した。
知見がなかなか 得られないも のもあります けれども、そ の「自ら評 価」の中で毎 年上が
ってきていること からワーキン ググループが できて、19の メッセージ を出したとい う経緯
がありますので、 その経緯を健 康食品につい てはFacebook 等を通じて 、19のメッセ ージを
分割して情報提供 しております ので、この募 集のときにわ かりづらい と今、御指摘 を受け
た中で、一つ健康 食品のプエラ リア・ミリフ ィカの話も出 てきました ので、そのよ うなこ
とがあったのだと いうことがわ かれば、なる ほどと書くと きに納得し ていただける のかな
とは今、思いまし たので、募集 の案内のとこ ろの更なる工 夫が必要な のかなと感じ たとこ
ろです。

○川西座長

どうぞ。

○神村専門委員 「 自ら評価」に ふさわしい適 切な案件を集 めたいとい う考え方のほ かに、
もっと広く、さま ざまな食品安 全にかかわる ような、例え ば、リスク 管理の問題か もしれ
ないけれども、これ までもそうい うものが候 補としてたく さん寄せられ てはいたので すが、
そのようなものも 国民の中には たくさん問題 があるわけで 、それをど こに持ってい ったら
いいかが確かにわからないわけです。
ですから、ワン ストップサー ビスでそうい う形で何か問 題が起こっ たときに、そ れを聞
いてくれる、ある いはこれはこ のような方向 でこちらに持 っていって くださいと言 っても
らえるようなもの が本当は欲し いのであって 、そのたくさ んの中から 案件候補が挙 がって
くるのではないか という考え方 でしたら、先 ほど、川西委 員がおっし ゃったように 、もっ
と広く、１ページ目に せっかく書い てあるのです から、
「ハザード がございまし たら、積極
的に御提案くださ い」と書いて あるところを さらに細かく 制限してと いうのはまた 次の段
階で、応募いただ く募集の段階 ではもうちょ っと広くして もいいので はないかとい う意見
は持っております。

○川西座長

ありがとうございます。

今の神村委員が おっしゃった ポイントは、 事務局として はこういう 形の募集には あまり
したくないということはございますか。
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○松原総務課長

一見しただけ で分からない というレベル のものは別 としても、最 初から

管理に関するもの であることが 明らかである ものについて までこちら でお受け付け するの
は迂遠で、管理に 関する御相談 についてはこ ういったとこ ろにお寄せ いただくこと が適当
だという方がむしろ親切なのかなと思ったりはしています。

○川西座長

どうぞ。

○神村専門委員

これまで寄せ られたものか ら見ると、実 際、管理に 関する問題な のかど

うかというところ も判断がつか ず寄せられて いたのではな いかと思う ところがござ います。
ですから、そこは 管理の問題な ので、こちら の方にという 一言をどこ かで言ってい ただけ
れば大変いいのではないかと思った次第なのです。

○川西座長

先ほ どの御質問に 関して、さっ き、堀口委員か ら御説明が ありましたよ うに、

健康食品に関する 食品安全委員 会から出され た１９のメッ セージは、 そもそもこの 調査会
での議論で、現状 では健康食品 に関する個別 のリスク評価 は難しいけ れども、食品 安全委
員会からのメッセ ージは出すべ きという意見 が、この専門 調査会であ ったことが直 接的な
契機になったと理 解しています 。個別の製品 に関しては、 十分な情報 がないとリス ク評価
自体はできないけ れども、その ときのタイミ ングによって は、いろい ろな扱い方は 可能か
もしれません。

○渡邉（和）専門委員

質問 なのですけれ ども、３ページの 選定基準の（２）なので すが、

「今後、その発生 のおそれがあ り、これに適 切に対応する ためには」 という文言が 入って
いますけれども、 この「発生の おそれ」があ るということ は、理論的 な可能性が想 定され
て、適切に対応す るためにとい うか、評価の 対象にならな いことには 、この選定基 準に合
致しないという解釈でしょうか。
そうなると、例 えば、一般の 消費者とか国 民の方が、肌 に感じた素 朴な疑問に対 しての
答えがなかなか出 せないのでは ないかと思う わけなのです 。もし素朴な 疑問が出たと きに、
もちろんリスクの 評価はできな いのですけれ ども、何らか の具体的な 考え方という か、そ
ういったものを個 々に出せるよ うな体制にし ていただくこ とは、この 委員会では考 えてい
るのでしょうか。

○川西座長

それに対しては事務局から何かありますか。

○松原総務課長

御質問の趣旨 を理解してい るかどうか分 からないの ですけれども 、この

「発生のおそれが あり」につい て、具体的な 判断基準等を 特に御議論 いただいたこ とはな
いと思います。
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ただ、これはゼ ロではないと いう程度では なくて、相当 程度高いと いう前提で書 かれて
いると思っております。

○川西座長

どうぞ。

○小平事務局次長

今、おっし ゃられたのは 、普段不安に 思っている ことを聞きた いよう

なイメージもある かなと思うの ですけれども 、全体のリス クコミュニケ ーションの中 には、
食の安全ダイヤル なども設けて いまして、そ ういった普段 感じた不安 のことを受け たりし
ております。
専門調査会にお ける選定の際 には、健康被 害を示唆する ような情報 の有無も含め て判断
するというのがあ りますので、 そういったふ だんの不安に なったよう な声、いわゆ る食の
安全ダイヤルとい ったところに 寄せられたも のも参考にし て決めたり しているとい う全体
の中でそういうも のを考えてい ただくことも できるのかな という感じが していまし て、
「自
ら評価」で全ての不安の声に対応するのはなかなか難しい面もあると思 います。

○渡邉（和）専門 委員

例えば 、リスク評価 はいろいろな 知見が集ま っていません から、

難しいと思うので す。ですから 、現時点では 判断できない という感じ の回答でも結 構だと
思いますから、そ の都度、現在 の判断はこの ような状態で あるという ことの広報な どはで
きないのでしょうか。

○山添委員

皆さんの貴重な御意見をいただいて、ありがとうございます。

確かに、一般の 方から見れば 、これが「自 ら評価」がで きるような 案件の対象な のか、
あるいはさっきプ エラリアの話 をされました けれども、そ ういうレベ ルの情報に対 しても
不安は不安なのです。
そのものにどう 答えていくか ということな のですけれど も、
「自ら評価」とい うのは、あ
る意味のところ、 普通の厚生労 働省あるいは 農林水産省か ら諮問を受 けてやるもの と、で
きればそれに近い 制度のものと して評価をし ていくという ことになる し、結果的に 表を見
ていただくとわか りますように 、それが最終 的にはいろい ろな官庁で 評価が使われ るレベ
ルのものに仕上がっているものもあります。
ですけれども、 今の時代を考 えれば、その 不安に何らか の形で食品 安全委員会も お答え
する必要性がある とは考えてい ます。その場 合に、皆さん からは、こ ういうことで 疑問が
あり、こういうこ とで何とかし てほしいとい う情報をでき るだけ我々 はとるべきだ とも考
えています。
ただ、お答えの 仕方としては 、それを「自 ら評価」でや るのか、フ ァクトシート でやる
のか、あるいは今 のプエラリア のようなもの の場合は、ど ちらかとい うとインター ネット
やウエブサイトを 通じた形でこ ういう情報が ありますけれ ども、これ についてよく わかっ
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ていない、受け取 ったものを、 食品安全委員 会としての現 時点におけ るそれなりの 判断で
お返しするのが一つの方法かなと考えています。

○川西座長

山添 先生がまさに おっしゃって くださったの ですけれど も、論点とし ては、

結局、私がこ の専門調査 会にかかわり 始めた４－５ 年前に議論が あったのです が、
「 自ら評
価」、いわゆ るリスク評価 のみを採択の 対象としてし まうと 、なかなか テーマとして 採択で
きないということ で、２ページ 目の２月のと ころに【第26 回企画等専 門調査会にお ける審
議（第２回絞込み）】ということ で、「・絞り 込まれた案件 候補につい て、それぞれ 取扱い
を決定」で 、それま では「 自ら評価 」案件とい うものでしか 採択はなか ったのだけれ ども、
それ以外に「 ファクトシ ート作成 」とか「積極的に情 報収集 、情報提供 等を行う案件 候補」、
「情報収集を行う 案件候補」と して決定とい うのも、審議 で採択する ときにそれを 入れ込
んだ。ただ、募集 要項に、もと もとこういう 形の案件も提 案してくだ さいという書 き方は
されていない。し たがって、そ ういうテーマ まで積極的に 出してくだ さいと公募要 領に書
くのか、それとも 、これのよう に最後にさり げなく、そう いう採択の 方法もありま すとい
うふうに入れたま まにしておく のか。そのあ たりが今は提 案の数が減っ ている状況の 中で、
どういう方法をと るのかという あたりが今回 の論点なので はないかと、私は思ってい ます。
事務局は、あま り広げると、 今まさに食品 衛生法改正関 連で、リス ク管理要件の 関係で
いろいろ意見を聞 いている段階 の中で、そう いう案件がた くさん提案 されてくると 、整理
が大変かなという のを恐れてい るのかなと私 は何となく理 解したので すけれども、 提案の
数を増やそうと思 ったら、とに かく間口を広 げますという メッセージ をどこかで出 した方
がいいのか。そのあたりでどちらをとるかというところなのかなと感じ ている次第 です。
実際に、採択の ときは、今、 申しましたよ うに、リスク 評価の対象 のものだけ扱 う議論
にはしない。ただ、前回の場合は、それさえも適当なものがあまり見つ からなかっ た。

○神村専門委員

今の御意見に 大変賛成の立 場なのですけ れども、例 えば、６ペー ジのと

ころに、
「自ら評価」を行う 案件としては 具体的に挙が っているの ですけれども、そ のほか
に、ファクトシー トを作成した ものはこうい う案件とか、 情報収集・ 情報提供を行 ったの
はこういうものと いうものが、 幾つか名前だ けでも例示が あれば、も う少しハード ルは下
がっていいのではないかと思われますので、御検討ください。

○川西座長

そのあたりはいかがですか。

○松原総務課長

先ほど、ファ クトシートの イメージがわ きにくいと いうお話もあ ったと

思いますので、そ のファクトシ ートの御説明 ですとか、過 去の例示と いったもので 分かり
やすくならないか検討したいと思います。

42

○川西座長

では 、そのあたり の表現は、私 と事務局で相 談させてい ただいて、委 員の先

生方に報告なり相 談なりさせて いただく形で 、いたずらに 増えればい いというもの ではな
いのですけれども 、そういう公 募案の案文は 検討させてい ただいて、 鬼武委員の提 案とい
うのはもうちょっ と大きな部分 も含んでいる かと思います けれども、 そんな点も含 めては
いかがでしょうか。
とりあえず公募 はスタートす る。その際の 公募の案文は 、今日いた だいた御意見 を参考
にして、少し広目 に提案してい ただくような 工夫は可能な 限りすると いうことまで で、そ
れ以外にこの「自 ら評価」の関 係で、これは 申し上げてお きたいとい うことがあれ ばお願
いします。
鬼武委員の御提 案に関しては 、ある種長期 的に「自ら評 価」を考え る。これは食 品安全
委員会のテーマの 採用というか 、テーマの発 掘自体のクラ イテリアと いうか、そう いうこ
とまで議論しなく てはならない 問題で、ここ だけで決めら れることで もない気もし ますけ
れども、意見は意 見としてお聞 きしておきた いと思うので すが、いか がでしょうか 。特に
追加的にはございませんか。どうぞ。

○大澤専門委員

「自ら評価」 を今年も実施 するというの は、先ほど も述べたよう に、異

論はございません。
鬼武委員の資料 を私が拝見し た感想ですが 、先ほど、事 務局からの 説明で、法律 で定め
られた、
「自ら評価」とはこ ういうもので すという説明 があったと 思います。自らの 判断に
よって、食品安全 委員会が食品 健康影響評価 できるという 条文だった と思うので、 この、
主語は「食品安全委員会」だと考えます。
その他の評価は 、リスクマネ ジメント機関 の、厚労省と か農水省か らの依頼事項 で、リ
スク評価をすると いうことです 。食品安全委 員会が実施す るという事 になると、確 かに自
ら公募をして、何 かありますか という中で上 がってきた項 目を、実施 するのも、自 らやる
ことだと思います が、自ら調査 し、自分で探 って見つけて くるという のも、自らで はない
のかと感じました 。先ほどのEFS Aの優先項目 を見ていると 、中には公 募とかではな くて、
自分で探してきた 項目も結構あ るという感じ がしました。 そもそも論 の問題になっ てしま
うかもしれないですが、その辺を鬼武委員はどう考えているのかと思い ました。

○川西座長

鬼武委員、何か問い掛けが来ています。

○鬼武専門委員

意見ありがとうございます。

今回の件はすご く悩んだので すけれども、 EFSAのレポー トを読んで 、非常に取っ かかり
としてはわかりや すかったので、もう一度繰 り返しになり ますけれども 、今回のとこ ろで、
食品安全委員会事 務局として積 極的に新規の 評価をとりに 行くなり、 公募の仕方は 今回の
やり方でいいと思 うのですが、 せっかく15年 たって、食品 安全委員会 でやってきた ことの
43

レビューというか 、もう少し何 かやってきた ことと、EFSA と同じよう に、ストラテ ジック
と優先順位のとこ ろがもうちょ っとはっきり とわかるよう にして、そ の中で調査研 究課題
とか総合何とか課 題などがわか れば、事務局 も企画等専門 調査会の中 でも意見が出 しやす
いのではないかという気はしました。
その点は、今後 も企画等専門 調査会の中で 引き続き議論 していくな り、親委員会 のとこ
ろで議題をアップ していただい て、そこでも う少し戦略的 なところな どをお話しい ただく
ことも私はいいと思いますので、そういう形でお願いできればと思いま す。
以上です。

○川西座長

ということですが、事務局から何かありますか。

○松原総務課長

鬼武先生から 御指摘があっ たEFSAの資料 などを見ま すと、これは 結局、

今、企画等専門調 査会でお取り 扱いいただい ている個別の 案件の評価 以外に、評価 の指針
を定めるとか、あるいは研究や調査を行う部分も入ってございます。
そういった意味 では、既に「 自ら評価」と してではない のですけれ ども、通常の 評価で
すとか、あるいは 研究・調査事 業の枠組みの 中で、職権で 行われてい るものもかな り含ま
れております。む しろ、そうい ったところに 外部の意見を どれぐらい 取り入れるか という
ことなのかなと思って聞いておりました。
今後とも、計画を策定する際にはそういう点も注意しなければいけな いと思いま す。

○川西座長

鬼武 委員から、こ こでも議論す るし、親委員 会でも少し というお話も ありま

したけれども、その点はお願いできればと思うところです。
どうぞ。

○吉田委員

今の 松原課長の補 足でございま すけれども、 今日の29年 度の報告ある いは30

年度の案で、例え ば、評価指針 を作ることに 関しましても 、既に動物 用医薬品等で つくっ
てまいりましたし 、どういう評 価をするかと いうことにつ いて、このE FSAの資料は 非常に
クリアに、EFSAは こう考えてい るのだなとい うメッセージ が伝わって まいりますの で、大
変よい資料をありがとうございます。

○川西座長

それでは、ほかに何か今、言っておきたいことはありますか。どうぞ 。

○渡邉（治）専門 参考人

私は この企画評価 委員会に結構 長く参加し て、最初にこ の企画

評価委員会で「自 ら評価」を行 ったときに、 その一つの趣 旨は、一般 の方々が食に 関して
どのように問題意 識をもってい るのか、それ をここでどの ように取り 上げられるか という
観点が非常に大き かったと思う のです。それ はそれなりに 成功してき ているのだと 思うの
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です。
ただ、だんだん先 細りになって きていると ころではある のですが、そ れはそれとし ても、
一般の方々からの意見を取り入れる趣旨は、私は続けるべきだとまず一 つは思いま す。
もし、あまりハ ードルを高く するのが嫌だ とすれば、募 集案内の５ ページ目の一 番下か
ら６ページ目の上 までを切って しまう。ここ に書いてある ことは、あ る程度の知識 がない
と、いわゆる論文 とか、リスク 管理の状況と か、流通の情 報というも のはなかなか 得られ
ない。これがある と非常にハー ドルが高くな るので、一般 の人からの 意見を受け入 れると
いうことを趣旨に 置くのだった ら、これは外 した形で、受 け付けるの が一つだと思 うので
す。
その「自ら評価 」のもう一つ は、もっと専 門的な課題を どのように ピックアップ するか
ということで 、EFSAとかF DAなどはまさ しくそこをや っているわ けです 。先ほどのEFS Aの資
料のタイトルをご らんになって わかると思う のですけれど も、全くサ イエンティフ ィック
なマターを取り上 げているので 、ここを一般 の人から求め るのはなか なか難しいと 私は思
うので、そこをどう するかを食品 安全委員会 が考えていか なくてはいけ ないと思うの です。
一つは、調査委 員会なりが行 われておりま すので、そこ から吸い上 げていく。い ろいろ
なことが議論され ているので、 そこから問題 意識は当然、 各調査委員 会が持ってい るはず
なので、そこからのピックアップということが一つです。
もう一つは、こ の食品安全委 員会ができた ときからの課 題だったの は、もともと いろい
ろなものに対して の調査権など を持っている 組織ではない のです。人 数からしても そうで
すし、それはどう いうことかと いうと、付属 のシンクタン クに当たる 研究所もない し、そ
こに何か将来的な ことをシンキ ングしていく ような、ヘッ ドクオータ ー的な組織が ないと
言うと怒られるか もしれないの ですけれども 、そのような 状況と思い ます。なぜか という
と、これも問題か もしれないで すが、事務局 の方々は２～ ３年で変わ ってしまうわ けです
ので、いろいろな 問題意識を常 に持っていく ためには、あ る程度長く その職にいて 、全体
を見ていけるような状況をつくっていかないと難しいと思うのです。
今、専門委員と いうか、委員 の先生方が数 人おられます けれども、 数人では全部 カバー
するのは相当大変 ですし、例えば、FDAを 見れば、何万人と いう数の方 々を含めた形 の機構
ですし、EFSAの場 合には、それ ぞれの国がベ ースにあって 、その上にE Uがあって、 そこに
EFSAがあるという 組織になって いるので、組 織自体を我が 国と比較す るのがそもそ もなか
なか難しいと思い ます。この「 自ら評価」の 重点を一般の 人からのも のに置くとい うこと
であれば、ハード ルを低くして 、私は公募要 領にあるこの 辺の難しい 言葉を全部抜 きにす
ることであると思います。
もう一つのピッ クアップする 方法は、これ は専門調査委 員会なり、 その辺のとこ ろをう
まく活用する、ま たは学会等と か、いろいろ な専門的なこ とを行って いる人たちの 意見を
どんどん取り入れ ていく手法を 考える。その ぐらいのこと をやってい かないとなか なか難
しい。２つの方向 性をどのよう に動かしてい くかというと ころにかか るのではない かと思
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います。

○川西座長

貴重な御意見をありがとうございます。

事務局から、今の渡邉先生からのコメントに対して何かございますか 。

○松原総務課長

非常に大きな 課題で、今後 、計画の策定 に当たって 、そういう大 所高所

の御意見をどこかに反映することができないかを考えていきたいと思い ます。

○川西座長

恐ら く鬼武先生も 、そういうも のをもう少し うまく整理 してやってい ったら

という御意見だと 思います 。私も今の 渡邉先生がお っしゃる 、EFSAとFD Aと対等にと いうの
は現実には難しく て、何を選択 して、この食 品安全委員会 向きにでき るかというの はやっ
ていかないと、同 じことをやろ うとしても難 しいというの は、ほかの ことでも感じ ている
ことなので、その あたりは戦略 的にやってい く必要がある のかなと感 じています。 どうも
ありがとうございました。
一応、この「自 ら評価」のこ とについては 、まず一点は 、今回の公 募は例年どお りのス
ケジュールで行っ てみる。結果 がどう出るか が一つありま すけれども 、それは出て みない
とわかりませんの で行う。ただ 、公募の特に 文章的なもの 、その後の 各関係方面へ のアプ
ローチは工夫する 。文面に関し ては、今の渡 邉先生の御意 見なども参 考にさせてい ただい
て、事務局と私で作 って、委員の 先生方には御 確認していた だくかもし れませんけれ ども、
それでやっていく。
もっと長期的な 話としては、 今、鬼武先生 あるいは大澤 先生、渡邉 先生からおっ しゃっ
ていただいたよう なことについ ても、これは ここの専門委 員会だけで はなくて、む しろ親
委員会かもしれませんけれども、そういうところでもう少し長期的な議 論は継続す る。
こんなところで 、一応、今日 の結論にさせ ていただきた いのですけ れども、よろ しいで
すか。

（首肯する委員あり）

○川西座長

では、この３つ目の議題はそんなところにさせていただきたいと思い ます。

もう、今日の議題は「（４）その 他」になりますけ れども、委員の先 生方から何か 言って
おきたいことはありますか。どうぞ。

○小西専門委員

小西でございます。

前回、第23回の本調 査会において、私 から、米国FDAによ る部分水素 添加油脂の規 制に関
連して、トランス 脂肪酸に関す る情報発信の 検討をお願い させていた だいた経緯に ござい
ます。
46

先週の５月24日 に、食品安全 委員会が開催 された報道関 係者との意 見交換会の中 で、山
添先生から「脂質 の摂取～トラ ンス脂肪酸を 理解するため に～」と題 して、食品中 の脂質
の栄養的な役割と か、各国及び 日本における トランス脂肪 酸の摂取状 況や規制状況 に関し
ての包括的な講演をなされたと聞いております。
また、食品安全 委員会のホー ムページにも この内容が記 載されてい ることを私も 見てお
ります。
現時点における 、的確かつ包 括的な情報を 発信していた だいたと受 けとめており ます。
大変すばらしい内 容だったと私 は思っていま すし、一部の 知り合いの マスコミ関係 者から
も、そのような意見を聞いてございます。
また、情報発信の時 期も、米国FDAによ る規制の適用 開始日の６ 月18日を控え て、そこを
考えるとまことに適切な時期であったと受けとめております。
講演をなされた 山添先生、渡 辺リスクコミ ュニケーショ ン官を初め 、食品安全委 員会の
事務局の皆様の御尽力に深く感謝するところでございます。ありがとう ございまし た。
ただ、５月の中旬にW HOから、トランス 脂肪酸根絶と いうか、ちょっ と大仰な感じ ですけ
れども、
「リプレイス」とい う指針が出さ れたこともあ って、今後のど うこうを注視 しなが
ら、必要に応じて リスクコミュ ニケーション を進めていっ ていただけ ればと思って おりま
す。本当にどうもありがとうございました。

○川西座長

ありがとうございます。

山添先生あるいは事務局から、これについて何かございますか。

○山添委員

御丁寧にお礼をいただきまして、ありがとうございます。

今回のWHO及びFD Aのものは、 部分水素添加 油脂というこ とでありま して、それと トラン
ス脂肪酸は全く同 じものではな いということ です。それを 含めて、ど ういう理由な のかを
説明させていただきました。
日本国内での現 状、以前に評 価したものと 、農林水産省 の最近のデ ータでどの程 度下が
ってきているかも データでお示 しさせていた だきまして、日本国内に関 して言えば0. 3％程
度ですので、WHOが目標に している１％ よりも低いと いうことで 、飽和 脂肪酸も実は 動脈硬
化とか心疾患に関 係してきます ので、トラン ス脂肪酸だけ ではなく、 飽和脂肪酸も 含めた
対策を皆さん気をつけましょうということでお話をさせていただきまし た。

○川西座長

ありがとうございます。

そのほか、委員の方から特にはございませんか。
ないようでしたら、事務局から何かございますか。

○松原総務課長

次回の日程を御紹介させていただきたいと思います。
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先ほど、お話が ございました けれども、次 回日程につき ましては11 月ころを予定 してご
ざいますが、詳し くは後日、事 務局から御連 絡を申し上げ ますので、 よろしくお願 いいた
します。

○川西座長

それから一点、私から報告させていただきたいことがございます。

私は３月末に国 立医薬品衛生 研究所を退職 し、ただいま 浪人生活を送 っています。ただ、
７月から食品安全 委員会の委員 に就任する予 定であります 。そんな関 係もあって、 ６月末
までに、ここの専門委員は辞退することになりました。
そのため、この 調査会の座長 及び専門委員 としては、今 回が最後の 専門調査会会 合とな
ります。５年ちょ っとになりま すか、非常に 勉強させてい ただいて、 楽しいと言っ たら、
ふざけるなと思わ れるかもしれ ませんけれど も、非常に有 益な経験に なったことを 本当に
感謝するところです。
新しい座長については、次回の専門調査会の会合で互選されることと 聞いており ます。
そういうことで 、感謝ととも に、これで第 24回「企画等 専門調査会 」を閉会した いと思
います。
どうもありがとうございました。（拍手）
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