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エグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブ・・・・サマリーサマリーサマリーサマリー 

 食品中のアクリルアミドと健康の関係に関するFAO/WHO専門家会合は、アクリルアミドに関する新規及び既存のデータや研究の予備的評価を行った。主な結論は以下のようなものであった。 

 アクアクアクアクリルアミドリルアミドリルアミドリルアミドのののの分析方法分析方法分析方法分析方法 現状の分析技術の水準から、最近の食料品からのアクリルアミドの検出は信頼できる。食料品中のアクリルアミドを測定するのに用いられた方法で、研究施設間の共同（コラボレーション）試験で十分に検証された方法はいまのところ存在しない。しかしながら、ほとんどの方法は単一研究施設（“イン･ハウス”）検証及び認定の要件を満たしている。 

 食品中食品中食品中食品中ののののアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドのののの生成生成生成生成とととと動態動態動態動態 アクリルアミドは高温で調理加工されたある種の食品に見いだされ、そのレベルは加熱時間とともに増加する。しかしながら、アクリルアミドの生成メカニズムはよく分かっていない。 

 曝露評価曝露評価曝露評価曝露評価 得られたデータから、食品が一般の人々に対するアクリルアミドの曝露に重要な役割を果たしていると考えられた。一般的な人々の平均摂取量は0.3 - 0.8 µg/kg体重/日と推定された。人々のなかでも、子供は体重ベースで表した場合、大人の2倍から3倍の摂取量であろうと推察された。消費者によってはアクリルアミドの食事からの摂取量は平均より数倍高くなる可能性がある。 

 非発非発非発非発ガンガンガンガン性毒性性毒性性毒性性毒性 神経毒性はヒトと動物においてアクリルアミドの非発ガン性及び非遺伝毒性影響のカギとなる。食品中に見いだされるアクリルアミドのレベルから予想される神経毒性の影響は不明である。 

 遺伝毒性遺伝毒性遺伝毒性遺伝毒性 アクリルアミドは遺伝的損傷を誘発すると考えられる。 

 発発発発ガンガンガンガン性性性性 アクリルアミドは食品中の他の発ガン物質と類似したラットに対する発ガン性を有しているが、アクリルアミドの摂取レベルはもっと高そうである。ヒトに関して、食品中の発ガン物質の相対的作用強度は不明である。アクリルアミドに関するデータは限られ



たヒト集団のものしかなく、これらのデータは職業性曝露によるガンのリスクの証拠を与えるものではない。これらの研究は腫瘍発生率のわずかな増加を検出するには限界がある。専門家会合は、実験動物にガンや遺伝的変異を誘発しうる事を踏まえて、食品中のアクリルアミドの存在をヒトに係わる重要な関心事のひとつとして認知した。 



さらなるさらなるさらなるさらなる情報情報情報情報のののの必要性必要性必要性必要性とととと暫定的勧告暫定的勧告暫定的勧告暫定的勧告のののの提供提供提供提供 専門家会合は、食品中のアクリルアミドによってもたらされるヒトの健康に対するリスクをより理解するためのさらなる情報や新たな研究に係わるさまざまな勧告を提供した。また、専門家会議は存在するいかなるリスクをも最小にするために、食品の必要以上の調理を避ける*、健康的な食べ物を選ぶ、食品中のアクリルアミドのレベルを下げるための可能性を探る、食品中のアクリルアミドに関する国際的なネットワークを設立する等を盛り込んだいくつかの助言を提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* しかしながら、全ての食品（特に肉や肉製品）は食中毒菌を死滅するために十分調理されなければならない。 



1. 背景背景背景背景 

 

2002年4月、スウェーデン国立食品庁（NFA）とストックホルム大学の研究者は有毒で発ガン性の可能性のある化学物質、アクリルアミドが高温で加工/調理された多種類の食品中に生成するという調査結果を発表した。NFAはまず国際的な共同研究を始めるためにその調査結果について地域当局と国際機関及び団体に知らせた。さらに、調理過程でのアクリルアミドの生成は一般的現象である可能性が高かったことから、 学際的な研究を始める国際的率先行動が緊急に必要とされるように見られた。 

 加盟国によって示された関心を考慮して、国際食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）の共同で専門家会合が召集された。専門家会合は2002年6月25日 - 27日、スイス国ジュネーブのWHO本部で開催された。参加者のリストと採択された議題一覧が、付属資料1と2にそれぞれ付けられている。消費者健康保護及び動物医薬品連邦研究所（ベルリン、ドイツ）のDr. D.アーノルド所長代理が議長を務めた。アクリルアミド産業界で仕事をしていたアクリルアミド毒性分野の専門家Dr. M.フリードマンは結論と勧告が同意された時のセッションには参加しなかった。この活動方針はWHOと共に専門家会合の開催前に合意された。 

 専門家会合は「持続可能な開発と健全な環境の会」の専務で、WHO長官の上級政策アドバイザーであるDr. D.ナバローによって開催された。Dr. ナバローは、食品中のアクリルアミドの具体的な科学的角度からの評価のほかに、政府、産業界そして消費者は、十分なデータがないことと、多くの複雑な過程の限定された理解を考慮に入れて、特に、提供され得るいかなる暫定的なアドバイスをも期待していることを強調した。 

 

 

2. 専門家会合専門家会合専門家会合専門家会合のののの目的目的目的目的 

 専門家会合の目的は以下のとおりであった： 

 

1. 次のようなアクリルアミドに関する新規並びに既存データ及び研究の再検討と評価をおこなうこと： 

• 毒性、特に発ガン性と神経毒性； 

• 疫学； 

• 曝露評価； 

• 分析手法； 

• 調理食品中でのアクリルアミド生成、動態及び生物的有効性 (Bioavailability) 

 



2. さらなる情報と研究の必要性の確認をすること 

 

3. 行政、産業界及び消費者のために可能な暫定的なアドバイスをおこなうこと。 専門家会合は既知の国際的な評価報告書、招待した専門家によって前もって準備された具体的経緯報告書、利用可能な新しいデータ及び出版物を基礎にして、食品中のアクリルアミドに関する健康面の重要性をレビューした。 

 専門家会合にとって入手可能な主要な資料のリストが付属資料3に示されている。個別の資料は本テキスト中では特に参照されていないこと、また、それらはこの報告書では十分には要約されていないことに注意が必要である。この報告書で使われた略語のリストが付属資料4にある。 

 

 

3. 分析方法分析方法分析方法分析方法 

 

3.1. はじめにはじめにはじめにはじめに 専門家会合は食品と食品原料中のアクリルアミドの試験、及び血液中のヘモグロビン付加体としてアクリルアミドとその代謝物の試験に利用できる分析方法を検討した。 

 

3.2. 食品食品食品食品とととと食品原料食品原料食品原料食品原料 
3.2.1.    サンプリングサンプリングサンプリングサンプリング アクリルアミドのレベルは用いた加工又は調理条件、及びその到達温度によって一見したところ、食品中でかなり変動し得る。従って、製品間でかなりの変動があり得るし、個々の食品品目の中でも濃度の高いところがあり得る。食品の品目あるいはパッケージ全体がサンプリング前に均質化され、代表部分が分析に供されるべきである。これまで、調査された食品に対して、分析前の試料の保存中と均質化中に重大なロスが生じると報告されたことはない。 

 

3.2.2.    抽出抽出抽出抽出 遊離のアクリルアミドは冷水または温水を用いて試料から抽出される。抽出の前に、試料にアクリルアミド標準品の既知量を加えることによって、これらの抽出操作が完全な回収を与えることが証明された。多くの試料抽出物は直接分析できるが、いくつかの試料種にはそれ以上のクリーンアップと抽出物の濃縮が有効である。これらのステップにおいていかなる回収ロスをも補正し、結果が信頼できることを保証する手助けとなるため、最初に食品試料に内部標準を加えることが望ましい。 

 



3.2.3. ガスクロマトグラフィーガスクロマトグラフィーガスクロマトグラフィーガスクロマトグラフィー/質量分析法質量分析法質量分析法質量分析法（（（（GC-MS）））） アクリルアミドはGC-MSを用いる場合、誘導体化なしでも分析できるが、通常、臭素化誘導体にしてGC特性を改善する。アクリルアミド誘導体はその保持時間と特徴的MSイオンの比率によって同定される。いったんアクリルアミドの同定が特定のタイプの食品で確立されれば、日常的モニターレベルに対して、同定は保持時間のみであるが、電子捕獲検出器（ECD）あるいは他の選択的検出器付きガスクロマトグラフィーを使うことが可能かもしれない。GC-MSを使う時に測定可能な最低レベルの濃度は5 - 10 µg /kgの範囲である。 

 

3.2.4. 液体液体液体液体クロマトグラフィークロマトグラフィークロマトグラフィークロマトグラフィー / タンデムタンデムタンデムタンデム質量分析法質量分析法質量分析法質量分析法（（（（LC-MS/MS）））） 臭素化操作途中に人為的な生成の可能性が懸念されたので、誘導体にする必要のない
LC-MS/MS法がアクリルアミドを直接分析するために開発された。物質の同定はその保持時間と相対的なイオン強度によって行われる。LC-MS/MS を用いた測定限界はおよそ20 - 

50 µg /kgである。 

 

3.2.5. アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドのののの同定同定同定同定 同じ食品試料が述べられた二つの方法によって抽出・分析される時、結果間には一般に良い一致が見られ、推測されるアクリルアミドは両法で同定基準を満たす。これは現在まで、定性と定量結果に信頼を与えている。分析に基づく根拠のある標準品によって、食品中のアクリルアミドの同定は高い信頼性が得られる。 

 

3.2.6. データデータデータデータ品質品質品質品質 食品中のアクリルアミド測定に用いられたいずれの方法も研究施設間の共同（コラボレーション）試験によって十分に検証されたものではなかった。しかしながら、いくつかの方法は単一の研究施設（“イン・ハウス”）での検証及び認定の要求を満たすものであった。さらに、いくつかのサンプルが、同一方法を用いて異なる研究施設で、あるいは異なった方法を用いて単一の研究施設で分析されたが、その結果は一般的に良く一致した。同じ製品の異なるバッチ間でさえも起きると思われる大きな可変性に比較すれば、測定の不正確さは、小さいと考えられる。従って、現時点において、食品中のアクリルアミド濃度に関する利用可能ないかなる限定されたデータも排除する理由は無いと思われ、また曝露の予備的アセスメントからこれらのデータを除外する理由も無いように思われる。 

 

3.3. 曝露曝露曝露曝露ののののバイオマーカーバイオマーカーバイオマーカーバイオマーカー定量定量定量定量 アクリルアミドとその代謝物であるグリシドアミドは容易にヘモグロビンを含む多くの生物分子と反応する。ヘモグロビンとのアクリルアミド及びグリシドアミドの付加体定量のためのGC-MS方法が報告された。これらのGC-MS法の感度は、その付加体がアクリルアミドに対する可能な食事曝露に関係する血液中の濃度で測定され得るような感度域である。



従って、付加体は曝露のバイオマーカーとして使用可能である。実際、曝露の未知の出所（ソース）が存在するかもしれないという最初の手がかりを与えたのは、ヘモグロビン付加体の説明のつかないレベルの観察によるものであり、現在、概ね加熱食品中のアクリルアミドの存在として合意されている。バイオマーカー付加体は曝露の時間平均推定を与え得る、そして食品分析と食品摂取統計値から得られる曝露推定に相補的である。この比較が行われた際、両方のアプローチからの結果は類似していた。これは有効性、即ち二つのバイオマーカーアプローチに対してさらなる重要性を加える。検量線標準が一般に利用できないため、このバイオマーカーアプローチの広範囲にわたる利用は現在のところ制限される。尿のバイオマーカーを使うような、他のアプローチもまた可能な用途を与えるかもしれない。 

    

    

4. 食品中食品中食品中食品中ののののアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドのののの生成生成生成生成とそのとそのとそのとその動態動態動態動態 

 

4.1. 序論序論序論序論 今日までの限られた範囲の食品分析の結果によると、揚げたり、焼いたりするような加熱処理を受ける「じゃがいも」や「シリアル」をベースにした製品中に、アクリルアミドは最も高濃度で存在する。また他の加熱処理が施された食品の中にも、もっと低濃度のものが見出されている。しかしながら、今日までに限られた食品群しか検査されておらず、またそれらは西洋の食事に属している。 

 

4.2. 生成機序生成機序生成機序生成機序 アクリルアミドは小さくて単純な分子である。それは加熱された食品中において、炭水化物、タンパク質、アミノ酸、脂質や他のマイナーな食品成分がその反応に関与していると思われる、いくつかの異なった機序を介して生成されると思われる。一般に示唆されている可能性としては、 

• 脂質、炭水化物、および遊離のアミノ酸の分解により生じたアクロレイン又はアクリル酸を介した生成 

• リンゴ酸、酪酸、クエン酸を含むある種の一般的な有機酸の乾燥・脱カルボキシ反応を介する生成 

• またはアミノ酸からの直接的な生成 

 最初の二つの機序ではアクリルアミド分子の窒素源はほとんど脱アミノ反応におけるアンモニア遊離によるものである。 

 未だ系統だった研究はなされていないので、具体的な生成経路を特定する証拠は無いし、



いかなる可能性も無視できない。また、アクリルアミドは非食品源に由来している可能性もある。十中八九、反応機序のほとんどは、その食品の組成や加工条件に基づいている。現時点で種々の食品加工の影響またアクリルアミド濃度を最小化する方法を示唆することについての結論を導くことは困難である 

 二、三の知見は加熱加工の温度のその持続時間が重要な因子であることを有力に示している。アクリルアミド濃度はポテトチップスを揚げる時間とともに上昇する。普通にフライしたポテトとフライしすぎたポテトではアクリルアミド値が10倍ないし20倍上昇することが報告されている。対照的にアクリルアミドの生成は120℃以下では立証されていない。 

 またアクリルアミドの生成は表面現象であり、水分含量も重要な因子であるかもしれない。これら二つの観点で、食品を加熱したとき（いわゆるメイラード反応）の褐色化反応に類似性があり、この可能性の関連は調査されるべきである。 

 

4.3. 食品中食品中食品中食品中のののの動態動態動態動態 アクリルアミドは反応性に富んだ分子として知られている。イオンやフリーラジカルによる機序により反応し、その姿を容易に変えるため、食品中の存在は思いがけないことであった。炭水化物が豊富なある種の食品において比較的高濃度で、またタンパク質に富む食品は低レベルでの存在が観察されることは、前者において比較的容易に生成されることを反映させているかもしれないし、又は後者においてはアクリルアミドが揮発するか、もしくは食品成分間の反応により、そのようになっているのかもしれない。アクリルアミドはチオール、アミノ及びそれほど重要でない程度で水酸基を含む各種の食品成分と反応できることが予測される。もしかすると消滅経路により相殺されるアクリルアミドの生成を伴ったこの複雑性は、食材中の考慮すべきレベルの生成機序を理解することが、不可能でないにしても、非常に困難かもしれないことを意味している。 アクリルアミド濃度と加工・調理条件の関連に関する系統的な試験と連動した仮定に基づくモデル研究を行う必要があろう。 

 

 

5. 食事食事食事食事によるによるによるによる曝露曝露曝露曝露 

 

5.1. 序論序論序論序論 アクリルアミドによる曝露には多数の原因食品があると思われるが、このアセスメントは食品中のアクリルアミドの摂取に焦点をあてている。揚げ物、焼き物、及び加熱加工でん粉食物群に、これまでに検出されていないレベルのアクリルアミドが存在するとする、スウェーデン食品庁による2002年4月の報告以来、この2ヶ月間に活発な展開があった。その



後、異なった食品においてアクリルアミド濃度に関する追加報告がなされ、他の研究者はこれらの事実の検証に成功した。 

 しかしながら、その情報量は少なく、且つ、たった250データ前後の限られたものである。いかなる意味においても消費者の摂取する製品の代表であるとは言えない、でん粉質食品の限られた数量のものが分析された。多くの国々でデータが存在しない。いくつかの食品（ポテトクリプス、朝食用シリアル等）のそれぞれに検出されているアクリルアミド濃度の範囲は幅広く、この変動性を理解する合理的な理由は見出せていない。これらの食品はただ単に先進国における平均的な熱量摂取の一部を示しているだけであり、その他のタイプの食品中のアクリルアミドに関する収集された情報量は非常に限られたものである。これらの不足データは今日まで計算された長期食事曝露の評価は過小評価され、しかもその程度が不明瞭であることと、国家間で過小評価の程度が異なることを意味している。また、まだ分析されていない食品がアクリルアミドの総合的な食事曝露に対する重要な役割を果たす可能性がある。それゆえ、当専門家会合は、各国における研究者や国内食品当局の警告や、以下の非常に初期のアセスメントから早まった結論を導くことに対する警告に賛同する。 

 今までのところわずか二、三種類の食品に対する恣意的な選択によるサンプリングがなされたのみであるが、そのデータが食品グループ全体に適用されたため正確に曝露を評価するためには充分ではない可能性がある。しかしながら、最大限の範囲でその使用可能なデータを使用するという試みがなされた。 

 そのデータギャップを構造化され、かつ優先順位をつけた方法で（特にデータが不足している開発途上国の主食について）埋めることと、食材におけるアクリルアミド濃度の変動性決定因子を理解することが今後の研究における優先事項である。 

    

5.2. 提出提出提出提出されたされたされたされた／／／／利用可能利用可能利用可能利用可能ななななデータデータデータデータのののの種類種類種類種類 
5.2.1. 食品中食品中食品中食品中ののののアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド濃度濃度濃度濃度 種々の食品や食品群におけるアクリルアミド濃度のデータは専門家会合に先立って事務局に提出された。いくつかのケースの場合、分析された食品はよく特徴づけられているが、他方ではその結果は製品群に割り当てられ、特定の食品に関する更なる詳細は提供されなかった。表1は判明したアクリルアミド濃度の範囲の概要を示す（食品の分類は入手可能な専門的意見に従い当専門家会合により行われた）。これらデータの作成に使用された分析法に関する追加の情報は第3章に示した。 

 表1において、これまでに分析されたほとんど全ての食品にアクリルアミドは検出されたこ



とが示され、これは未だ分析されていない他の食品におけるアクリルアミドの存在の可能性を示唆するものである。アクリルアミドの最高値はクリスプやチップスにおいて検出されたが、不検出から3.5 mg/kgといった幅広いレンジでの結果であった。 

 また、同様の加工を施された食材もアクリルアミドを含有している可能性がある。しかしながら、肉製品（複合食品の一部を除く）、ミルク、米（ただし、ご飯では検出されていない）、キャッサバ及び大豆製品のような多くのものについてデータはない。加工果実（ただし、乾燥果実では検出されていない）及び野菜（レストランで調理された食事に関する僅かなデータの他）についてもデータはない。 



表表表表1. ノルウェーノルウェーノルウェーノルウェー、、、、スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデン、、、、スイススイススイススイス、、、、英国英国英国英国、、、、米国米国米国米国によるによるによるによる種種種種々々々々のののの食品中食品中食品中食品中ののののアクリルアミドレアクリルアミドレアクリルアミドレアクリルアミドレベルベルベルベル 食品/製品グループ アクリルアミドレベル(µg/kg)1 

 平均値2 中央値2 最小値-最大値 サンプル数 ポテトチップス3 1312 1343 170 - 2287 38 フライドポテト4 537 330 <50 - 3500 39 ワッフル、ホットケーキ、クレープ等 36 36 <30 – 42 2 ケーキ類 112 <50 <50 – 450 19 ビスケット、クラッカー、ラスク、 ブレッドクリスプ 
423 142 <30 – 3200 58 朝食用シリアル 298 150 <30 - 1346 29 コーンチップス 218 167 34 - 416 7 パン 50 30 <30 - 162 41 魚介類フライ製品 35 35 30 - 39 4 食鳥肉フライ製品 52 52 39 - 64 2 インスタントモルトドリンク 50 50 <50 - 70 3 ココアパウダー 75 75 <50 - 100 2 コーヒーパウダー 200 200 170 - 230 3 ビール <30 <30 <30 1 

 

5.2.2. 食品摂取食品摂取食品摂取食品摂取データデータデータデータ 異なるアクリルアミド濃度データ(表1を参照)を用いた曝露評価が、いくつかの国立機関および国際ガン研究機関(IARC)によってなされた。これらには、オーストラリア、オランダ、ノルウェーおよびアメリカからの食品摂取データを使用して評価したものが含まれていた。さらに、IARC EPIC5 研究では、10の異なるヨーロッパ諸国からの食物摂取データが用いられた。残留データが示された食品と、摂取されるものとして報告されている食品とは直接一致しなかった。食品摂取データへの残留データの取り込みは専門知識によって処理された。このことは結果的には曝露評価において不確実性の源となりえる。今後、追加デー                            
1
 検出限界及び定量限界は研究施設間で異なる。ある値未満と記載された数値は研究施設によって報告された限界以下である。 

2
 平均値と中間値は個別データが利用可能であった場合に計算された。サンプルサイズは特にいくつかの食品群については非常に小さいものであった。平均値と中間値に差があった場合は、それは異なる国々で収集された基礎データの傾斜分布を反映しており、膨大なカテゴリーの中の異なる食品品目を代表している可能性がある。 

3
 薄くスライスして油で揚げた製品（北米を含むいくつかの地域でポテトチップスと呼ばれる食品を含む） 

4
 もっと厚くスライスした製品（北米を含むいくつかの地域でフレンチフライと呼ばれる食品を含む） 

5
 The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) は、西欧 10カ国（デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、オランダ、英国）にある 23の欧州センターが提供する男女 50万人の大きな集団をカバーしている。食事と慢性病、特にガン、との関係を研究することが計画されている。 



タが利用可能になるとともに、十分認識された国際食品コードシステムによる標準化は、国際的レベルで曝露評価を容易にするのに有用となるであろう。 植物及び動物由来の食品は、世界中の至る所で毎日摂取される。ほとんどの西側諸国とアジアの国々では、多くの食品が摂取に先立ち、完全にあるいは半加工されている。世界の他の地域(特にアフリカ)では、伝統的な方法での食品調理が一般的であり、また、これらの方法は地域または国々の間で変化に富んでいる。例えば、アフリカのほとんどの地域では、キャッサバ、ヤムイモおよびトウモロコシは直接あるいは半加工された形で摂取される。いくつかの地域または国々では、トウモロコシ、キャッサバおよびヤムイモは日常ベースで摂取される主食である。したがって、地域を跨ぐような主食におけるアクリルアミドの緊急評価（加工過程でのパラメーター、保存条件および分解の影響）が、食品中におけるアクリルアミドのよりグローバルなデータを提供するために必要である。 

 

24時間以内に食事を回想することによって、調理方法に関する情報が家庭料理向けに系統的に集められている。工業的加工での熱処理は、例えば朝食シリアル、パンなどの製品カテゴリーに間接的に由来するのみである。調理方法が異なる食品グループを用いてさらなる調査が考えられており、どのような調理方法が食品におけるアクリルアミドの生成機序に実際に関係しているのかについて、もう一度特別な情報が利用できる。 

 

5.3. アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドへのへのへのへの総合曝露総合曝露総合曝露総合曝露にににに関関関関するするするする不確実性不確実性不確実性不確実性 職業上の曝露がない人々において、食品以外の実質的なアクリルアミド曝露源は、タバコの煙である。受動喫煙も恐らく曝露源となる。非喫煙者においては、既知の食品曝露では、アクリルアミド-ヘモグロビン付加体の観察レベルを説明しきれなかった。さらなる食品調査によって、分析された付加体レベルの多くが説明できるかもしれない一方で、入手可能な限られた情報に基づくと、食品以外でのアクリルアミド曝露は少なくともいくつかの母集団においては本質のように見える。化粧品、食品用容器及び水処理に用いられるポリアクリルアミドに関して存在する曝露評価からは、既知の潜在的曝露源からの曝露レベルは、食品による摂取レベルやバイオマーカー研究によって示された全体曝露よりかなり低いことが示唆されている。アクリルアミド曝露の他の潜在的曝露源に関する推測として、内因性の（つまり身体中の）アクリルアミド生成の可能性がある。 

 曝露バイオマーカーについては、ほんのひと握りの研究が報告されており、食物と喫煙以外の曝露源としては大部分が未知であり、世界的規模での全アクリルアミド曝露のうち、食物由来アクリルアミドの相対的寄与は未知であるとされている。 

 アクリルアミド曝露レベルのbackground評価においては、食品あるいは他の曝露源についても、バイオマーカーを用いた曝露評価がなされるべきである。既知の曝露源のみでは体



内蓄積物について十分に説明できないとされるのと同様に、食品によるアクリルアミド摂取が、アクリルアミドの全体曝露を説明するのに十分かどうかに関しては、不確実であるので、広い範囲の母集団に基づいた研究が、他の潜在的な非職業的、非食品の曝露源を明らかにする上で最も有用であると考えられる。 

5.4. アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドのののの食事性摂取食事性摂取食事性摂取食事性摂取 既存の限られたデータからの予備分析で、ジャガイモやクリプス、チップスのようなジャガイモ加工品、及び他の高温調理されたジャガイモ（例えばローストしたものや、直火焼きのもの）が、全体の平均アクリルアミド摂取の大半を占めていることが示唆される（特に、いっしょに摂取された場合を考慮）。これは、北欧人、中央ヨーロッパと地中海諸国（例えばスペインおよびフランス（EPICデータより））及びその他の地域（例えばオーストラリア、アメリカ）における研究データにおいて観察される。しかしながら、よりアクリルアミド含有量が低濃度であるものの、日常的に（あるいはより規則的に）摂取されている他の食品グループ（例えばパンやクリスプブレッド）や、アクリルアミドレベルが今のところ未知である他の食品が、国々や研究対象母集団によりその強度は異なるものの、実質的には摂取量全体に寄与している可能性がある。 

 

5.4.1. 短期摂取量概算短期摂取量概算短期摂取量概算短期摂取量概算 スウェーデンのアクリルアミド残留量データに基づき、より現実的な短期摂取量を概算するために、モンテカルロ統計的技法を使用した摂取量概算が、2つの集団（オランダ、アメリカ）の食物摂取データを使用して行われた。摂取食品残留量データとモデル化した方法とでは少し違っていたが、評価概算された曝露量は類似していた。得られた摂取量は、平均的消費者の場合で0.8 µg/kg体重/日、95パーセンタイルでの値が3 µg/kg体重/日、98パーセンタイルでは6.0 µg/kg体重/日の範囲であった。 

 

5.4.2. 長期摂取量概算長期摂取量概算長期摂取量概算長期摂取量概算 専門家会合は、慢性のあるいは生涯曝露を含めたより長期間の曝露量概算がアクリルアミドの現状知見によって可能かどうか考えた。食品中のアクリルアミドの生成について得られているまばらで典型的でないデータでは、生物学（例えば性別、年齢、人種のバックグラウンド）あるいは食品摂取差違のいずれかに基づいた母集団のほんの一部に対してなされる推定には限界がある、ということで同意された。それでもなお、西欧、オーストラリアと北アメリカの食事に関わる食品を通して起こる、代表的もしくは中央値の暴露量を不確実ではあるが概算することにそのデータは受け入れられる。オーストラリア、ノルウェー、オランダ、スウェーデン、アメリカおよびIARC EPICの研究から得られた詳細な食品摂取データから曝露量を概算するのに用いられたいくつかの方法についての一般的な合意は、平均もしくは中央の曝露で概算されているかどうか、どの年齢集団で評価されたかに依存して差違はあるが、一般的な曝露における下限として0.3 - 0.8 µg/kg体重/日の範囲



を示した。 

 母集団のうち、子供は、一般的に体重当りで成人消費者の2 - 3倍の曝露を受けるだろうと推測される。多量に摂取する人の曝露については、正確に評価するにはデータが不十分であるが、それらの曝露は中間曝露の数倍となりえる。 

 



主要食品の摂取、または食品調理方法が、西欧もしくは北アメリカの食事と本質的に異なる場合、母集団に適用できるアクリルアミド生成データは全くない。更に、食品中のアクリルアミドの生成メカニズムについては一般に理解が貧弱であり、サンプリングされていない食品中のアクリルアミドの存在についての推測は受け入れられない。 

 

 

6. 吸収吸収吸収吸収、、、、代謝代謝代謝代謝、、、、分布分布分布分布、、、、排泄排泄排泄排泄 

 

6.1. 吸収吸収吸収吸収 アクリルアミドは、あらゆる曝露経路を通して吸収される。食品からの生物的有効性 

(bioavailability)に関するデータは限られている。一方、吸収は、全ての種において経口により迅速かつ完全に行われると考えられている。 

 

6.2. 代謝代謝代謝代謝とととと分布分布分布分布 動物実験によってアクリルアミドとグリシドアミドは乳を含め、生体中のあらゆる組織に広く存在することが明らかとなっている。アクリルアミドの主代謝物はグリシドアミドであり、それは親化合物より動物に対し発ガン性、遺伝子毒性においてより危険度が高いエポキシドである。グリシドアミドよりアクリルアミドのほうが神経毒性については高いと考えられる。 

 アクリルアミドの主代謝経路はヒトと実験動物において質的に近いと考えられるが、量的な相違はヒトにおけるリスク評価において充分に検討する必要がある。動物を使った毒性学的試験における投与量の範囲では、親化合物からグリシドアミドへの変換の程度は、生体中のアクリルアミドの量と逆比例の関係にある。つまり、投与量が少ないほどグリシドアミドへの変換の割合は大きくなる。代謝と排泄には（抱合、P-450を介した代謝など）遺伝的多様性に影響された経路があるため、摂取されたアクリルアミドの影響に対するヒトの感受性には変動があると考えられる。 

 

6.3. 排泄排泄排泄排泄 アクリルアミドとグリシドアミドの排泄による半減期は、ラットにおいて約2時間である。ヒトにおける薬物動態学のデータは少ない。 

    

    

7. 発発発発ガンガンガンガン性以外性以外性以外性以外のののの毒性毒性毒性毒性 

 

7.1. 緒言緒言緒言緒言 



神経毒性は、ヒトが経口的にアクリルアミドに曝露された場合に、唯一認められる有害作用である。神経毒性があることは動物実験により繰り返し確認されている。動物実験から、子宮内および出生後の曝露により、重大かつ持続的な脳及び行動に対する構造や機能障害は認められていないものの、発生過程の神経系に対する影響については殆ど知見がない。動物実験から分かっていることは、アクリルアミドが精巣にダメージを与え、受精能に悪影響を与えることである。アクリルアミドは、生体において体細胞、生殖細胞に遺伝毒性を示す。それ故、遺伝子、染色体レベルで遺伝的ダメージを引き起こす作用がある。 

    

7.2. 単回投与毒性単回投与毒性単回投与毒性単回投与毒性 ヒト及び動物の神経系への毒性影響、及びラットのオスの生殖器への毒性影響は、アクリルアミドの単回投与後に起こることが知られている。食事から摂取する量の4から5オーダー高い量に等しいか、あるいはそれを超える値(食事からの推定摂取量1 - 10 µg/kg体重/日に対し100,000 µg/kg体重/日以上)である。 

 

7.3. 慢性毒性的影響慢性毒性的影響慢性毒性的影響慢性毒性的影響 
7.3.1. 神経毒性神経毒性神経毒性神経毒性 長期的なヒトへの曝露に関する初期の段階でのWHOのリスクアセスメント
(Environmental Health Criteria Number 49,1985)は、感受性の高い動物（ラット）を使ったアクリルアミドの神経障害に関する実験的研究に基づくものであった。アセスメントは、93日間に渡り1 mg/kg体重/日を経口的に投与されたラットに認められた影響を参考にしたものだった。報告書は、「ヒトに関して神経学的悪影響がでる推定最小量に対して安全係数10を適用することで（あらゆる摂取源からの総量として）0.012 mg/kg体重/日を越えない摂取量を提案する。」との結論を出した。報告書はこのアセスメントが神経毒性以外の毒性影響は考慮していないことを強調した。 

 現在の専門家会合では、これらの知見と、ヒトの末梢神経系に関連した用量・反応データが依然として欠如していること、およびげっ歯類（長期飲水投与試験）や霊長類を用いた実験に基づくアクリルアミドの神経障害に関する追加発表レポートの有無を考慮した。専門家会合は、ラットを使った飲水投与による二つの長期試験がリスクアセスメントの目的に対して有効であるとした。これらの研究から末梢神経障害に対するNOAEL（無毒性量） 
0.5 mg/kg体重/日、LOAEL（最小毒性量） 2 mg/kg体重/日としている。専門家会合は、皮下投与（週6日間のみ）及び経口投与に対し霊長類ではNOAEL 0.5 - 1.0 mg/kg体重/日と言及した。 

 

2年あるいはそれ以上アクリルアミド及びアクリロニトリルに曝露された中華人民共和国の労働者を用いて、神経学的症状及びヘモグロビンのアクリルアミド付加体の有無が評価



された。ヘモグロビン付加体のレベルと末梢神経障害の程度に相関があることが明らかにされた。この研究から1 mg/kg体重/日以上の曝露と末梢神経障害の間には相関があることが示された。これは、霊長類とげっ歯類の実験データと一致していた。 

 要約して言えば、げっ歯類の研究（亜慢性及び慢性経口投与）、霊長類の研究（経口及び皮下投与）、ヒトの職業上の曝露に関する研究は、アクリルアミドの神経障害に対するNOAEL 

0.5 mg/kg体重/日を支持している。ヒトの食物からのアクリルアミド摂取量が0.001 mg/kg体重/日のオーダーと推定されたので、曝露量とNOAELには500倍の安全性マージンが存在する。 

 この解析は、アクリルアミドによって引き起こされる感覚の欠乏、運動感覚の欠乏に対する評価から得られた。これは、アクリルアミド神経障害の初期段階の特徴である自律性機能障害の評価は含まない。ヒト及び動物は年齢が増すに従い低レベルの末梢神経障害が現れる、また、老化した動物ではアクリルアミド神経障害に対する感受性が高い。さらに、
NOAELはアクリルアミド神経障害の研究から得られたもので、定量的データが欠如していることから、脳に対する物質の影響は考慮していない。ヒト及び動物に大量曝露させると明らかに脳への影響が認められるが、長期に渡るアクリルアミド曝露が低用量レベルであっても脳への影響を無視することは出来ない。 

 アクリルアミド神経障害の分子レベルのメカニズム、特に神経線維軸索の変性についてわかっていない。証拠は微小管関連タンパク質及び運動タンパク質キネシンとダイニンを含んだ軸索輸送に関係するタンパク質が標的であることを指し示している。 

 

7.3.2. 受精能受精能受精能受精能にににに対対対対するするするする影響影響影響影響 受精能に障害がおこることが、雄ラットで15 mg/kg体重/日あるいはそれ以上で5日間、マウスで12 mg/kg体重/日までで4週間曝露した実験で示されている。受精能の障害は、精子の数と精子の運動性に関係している可能性がある。精細胞と精母細胞の減少は8週間経口で約36 mg/kg体重/日の繰り返し投与という1回の実験で観察された。他の実験では、受精能への影響は明確ではないが、アクリルアミド神経障害によって引き起こされる後肢の弱体化といった二次的な影響による交尾能力障害を伴っていた。総合的に言えば、アクリルアミドが雄の受精能に障害をもたらすと結論づける充分な証拠があり、NOAELは、ラットの二世代試験 (10 - 11週間投与)から2  mg/kg体重/日、マウスの27週間投与試験から 9 mg/kg体重/日と言えるであろう。 

 ラットの実験から、2 mg/kg体重/日という生殖毒性に対するNOAELは、末梢神経障害という慢性の神経毒性影響の4倍高くなっている。それ故、アクリルアミドの慢性神経毒性影響



をコントロールすることによって受精能への影響をコントロールする事が期待される。しかしながら、精巣に対する毒性は、アクリルアミド高用量投与後すぐに認められる可能性があり、神経と精巣のどちらが障害を受けやすいかを評価した詳細な検討については行われていないようである。 

 精巣に対する毒性と関係したアクリルアミドの分子ターゲットはわかっていない。タンパク質ターゲット、特に微小管に関心が向けられている。 

 

 



8. 発発発発ガンガンガンガン性性性性（（（（遺伝毒性遺伝毒性遺伝毒性遺伝毒性とととと発発発発ガンガンガンガン性性性性ののののメカニズムメカニズムメカニズムメカニズムをををを含含含含むむむむ）））） 

 

8.1. 発発発発ガンガンガンガン性性性性 
8.1.1. 動物動物動物動物データデータデータデータ アクリルアミドは2年間の通常のアッセイ（発ガン性試験）でラットに対し発ガン性を示し、各種器官（例えば甲状腺、副腎、精巣鞘膜）において良性及び悪性腫瘍の発症率を増加させた。   2 mg/kg/日の用量を飲水投与した2つの異なる試験でこの現象は確認された。また、これら試験で脳、脊髄、他の組織での腫瘍が暗示された。マウスでの一般的ではない発ガン性試験で、アクリルアミドは肺と皮膚の腫瘍を誘発した。 

 

8.1.2. ヒトヒトヒトヒトでのでのでのでのデータデータデータデータ 疫学的研究が、アクリルアミドのモノマーとポリマーを製造する工場で曝露された8,000人以上の労働者の集団で1925 - 1976年の間行われた。1983年に行われた評価結果は、いかなる器官（臓器）においても有意なガンのリスクはなく、累積曝露の増加に伴うガンによる死亡率の増加傾向は見られなかった。 

 この集団でのデータは、その後1984 - 1994年の間で更新され、最もひどく曝露された労働者で膵臓ガンのリスクが倍であったことを除いて有意なガンのリスクはないことが再び確認された。この試験は、脳腫瘍で75％以上、膵臓腫瘍で40％、肺腫瘍で15％の増加、または全ての腫瘍の合計が9％増加した時に検出される統計学的検出力をもっていた。すべての疫学的研究は腫瘍発症率のわずかな増加を検出するには限界がある。従ってアクリルアミドのほとんどの疫学研究で発ガン性陽性ではないことが、本化合物がヒトにおいて腫瘍を誘発しないという証拠にはならない。 

 この試験の曝露レベルは曝露期間（吸入による）に空気中濃度をかけて表された。実際の想定される皮膚への曝露は定量化できなかった。したがって本研究からアクリルアミドの1日当たりの暴露量と食品中のアクリルアミドレベルを比較するのは困難である。 

 

8.2. 遺伝毒性遺伝毒性遺伝毒性遺伝毒性 アクリルアミドはバクテリアに対し遺伝子の変異を誘発しないが、エポキシ代謝物のグリシドアミドは代謝活性化なしで遺伝子変異を誘発する。アクリルアミドの哺乳類細胞における遺伝子変異の誘発は不明瞭、陰性または弱陽性であった。アクリルアミドは哺乳類細胞の代謝活性化なしで染色体異常、小核、姉妹染色分体交換、倍数性、異数性、他の分裂障害（例えばC-mitosis）を誘発する。アクリルアミドはラット肝細胞で不定期DNA合成（UDS）を誘発しなかった。グリシドアミドは、ヒト乳腺細胞にUDSを誘発したが、ラット肝細胞では不明瞭な結果であった。小核誘発に関しては、損傷-異数性の両メカニズムが



認められた。 

 



アクリルアミドはマウススポット試験、骨髄での染色体異常試験とりわけ骨髄での小核試験で陽性であった。トランスジェニックマウス（MutaMouse）を用いた試験でアクリルアミドは変異誘発率をわずかに増加させた。 

 アクリルアミドはショウジョウバエで体細胞突然変異と伴性劣性致死変異を誘発した。 

 生殖細胞において、アクリルアミドは染色体異常、小核（損傷、わずかな異数性）、姉妹染色分体交換、不定期DNA合成、DNAの単鎖切断、優性致死変異、遺伝子特定座位変異、相互転座のようないくつかの遺伝子への作用を起こした。グリシドアミドもまた優性致死変異を誘発した。 

 アクリルアミドは、げっ歯類において、遺伝子および染色体レベルで遺伝的障害を誘発する力をもった、生殖細胞に対する変異原物質である。アクリルアミドはおそらく直接的な毒性作用により雄ラットの受精能に障害を与える。アクリルアミドが遺伝子障害を介して受精能に障害を与えるかは不明である。 

 

8.3. 細胞形質転換細胞形質転換細胞形質転換細胞形質転換 アクリルアミドに関して、試験管内での哺乳類細胞を用いた4つの異なる細胞形質転換試験で陽性の結果が報告されている。 

 

8.4. 付加体形成付加体形成付加体形成付加体形成 アクリルアミドは親電子性α,β-不飽和システムを持つが、これはマイケル付加を介して求核化合物と反応する。蛋白質に対してはシステインのスルフィドリル基が主な反応部位であるが、蛋白質のN末端にあるアミノ酸に対してもわずかに反応は起こる。 

 ヘモグロビン付加物が過去4ヶ月間（すなわちヒト赤血球の寿命）を越える親電子化合物へのヒトでの曝露の基準として使用されたが、毒性の指標ではない。ヘモグロビンのN末端のバリンでの付加体形成は、一部改良したエドマン分解の分析手順を用いアクリルアミドのin 

vivo試験での曝露のマーカーとして使用された。同様の分析法がグリシドアミドのヘモグロビン付加体測定に用いられた。アクリルアミド曝露後のラットとヒトのヘモグロビンから、後者（グリシドアミド）の付加体が検出されたことから、生体内でこの代謝物（グリシドアミド）が生成していることが確認された。神経と精巣の他の蛋白質へのアクリルアミドの結合は、これらの組織でのアクリルアミドの毒性発現に関連しているかもしれない。 

 アクリルアミドのDNA付加体形成もまた生じるが、その反応は遅い。in vitroの試験で形成された生成物は、DNA塩基での環外アミノ基ないしは環状窒素をもったホルムアミドエチ



ル付加体ないしはカルボキシエチル付加体であった。これらの付加体の変異原性における意義と修復については不明である。アクリルアミドに曝露されたマウスとラットで検出された付加体は唯一、エポキシ代謝物であるグリシドアミドのグアニンに対する付加体が報告されている。現時点で、ヒトにおいてアクリルアミド曝露後のDNA付加体の形成に関するデータはない。グリシドアミドは、その構造から生体内でアクリルアミドの遺伝毒性よりもより強い遺伝毒性が予測される。 

 

8.5. 発発発発ガンガンガンガン様式様式様式様式 アクリルアミドはin vivo試験において体細胞と生殖細胞に対して遺伝毒性があり、代謝物のグリシドアミドはDNA付加体を形成する化学的反応性を有するエポキシドである。ラットとマウスの多くの異なる臓器に腫瘍を誘発するアクリルアミドは、この化合物の遺伝毒性発現様式と一致している。実験系での付加体の存在は、アクリルアミドの発ガン性が遺伝毒性メカニズムによっていることを支持している。アクリルアミドを投与したラットに見られる腫瘍の種類、特にホルモン応答性組織における腫瘍から、別のメカニズムの存在が示唆されるが、これはあくまでも推論である。結論として、専門家会合は、アクリルアミドをグループ2A（ヒトに対しておそらく発ガン性あり）としたIARCの分類を支持した。 
 

 

9. 結論結論結論結論とととと提言提言提言提言 

 分析方法分析方法分析方法分析方法 食品中のアクリルアミドを確認し、測定するために使える方法は、高感度で信頼できるものでなくてはならない。正確でない測定法では、アクリルアミド含量を予想されるサンプルやロット間でのバラツキに対応できない。曝露量を評価する手段として、バイオマーカー付加体を測定するという方法もある。研究施設間における分析バリデーション試験、熟達度試験のための比較物質と標準物質の準備、が望ましい。日常のモニタリングとして使える簡易でコストの低い方法を開発することが必要である。 

� 研究施設間で異なる食品群をカバーできる分析バリデーション試験を導入すべきである。 

� 比較物質や試験効果をみるための標準物質を準備し、公開するべきである。 

� 食品中のアクリルアミドの日常のモニタリングのために、コストが低く簡便な方法を開発すべきである。 

 食品中食品中食品中食品中におけるにおけるにおけるにおけるアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドのののの構造形態構造形態構造形態構造形態、、、、動態動態動態動態、、、、含量含量含量含量 アクリルアミドは、数種類の食品が高温で調理、または加工されると生成される。その反応は、異なった食品成分が共に反応するときに起こると考えられる。食品成分としては炭



水化物、タンパク質、アミノ酸、脂質及びその他の少量の食品構成要素などがあげられる。アクリルアミド生成反応は加熱によって促進され、時間の増加によって増大する。しかし、食品の構成要素のどんな組み合わせが関わるのか、まだ明確ではない。おそらく多くのメカニズムが作用していて反応が複雑になっているのであろう。さらに、アクリルアミドは揮発性物質であり、生成後、部分的に消失する可能性があるので、状況はより複雑となる。これまでに得られた有効な試験結果からは、生成経路を特定したり、いくつかの可能性を除いたりすることはできない。加熱された食品中のアクリルアミドの生成や動態を完全に理解するために、アクリルアミド含有量と加工条件の関係を系統的な試験で結びつける研究仮説を立てておく必要がある。これにより、一定の製法による生成、つまり、最適化された加工および調理状態をもたらすことができる。さらに、加熱された食品におけるアクリルアミド含量は最小限となり、場合によると排除も可能となるであろう。 

� アクリルアミド含量と加工／調理条件の関係を系統的に調査するべきである。 

� 仮説モデルの研究は、加熱された食品中のアクリルアミドの成因、生成のメカニズムや挙動を解明するのに必要である。 

� 一定の製法による生成や加工の最適化、つまり、産業的に、また各家庭で調理される食品中のアクリルアミド含量をできるだけ排除、または最小限にする調理法が、研究されるべきである。 

� 異なった地域や異なった食事の主要な食品も包括するために、研究される食品の範囲を広げる必要がある。 

 食事摂取食事摂取食事摂取食事摂取 食品中に見られるアクリルアミドの含量範囲は広く、その変動性の決定因は不明である。これまで分析された食品は、全食品の中でほんの一部であり、開発途上国で摂取される主な食品は含まれていない（表1参照）。それでも、利用できる試験結果に基づくと、食品が全体の曝露量に有意な比率を与えるようである。曝露量（ヘモグロビン付加体）のバイオマーカー評価に基づくと、他にも重要な原因があるようである。また、さらなる食品にアクリルアミドが残留していることが判明するかもしれない。専門家会合では、現状のデータから見て、先進国での長期間の平均的なアクリルアミドの食事摂取は、桁レベルの概算ながら0.3 - 0.8 µg/kg体重/日とした。体重を基準として表現した場合、一般的に、子供は成人より2 - 3倍多く曝露されていると予想される。高摂取者にとって曝露量を正確に評価するには、データが不十分であるが、彼らの曝露量は、平均曝露量の数倍に渡る可能性がある。 

� 食事性曝露量の評価を改善するために、食品中のアクリルアミド含量、特に開発途上国で摂取される主な食品中のアクリルアミド含量に関する更なるデータが必要である。 
� 食品中のアクリルアミド生成のメカニズムや動態が分かれば、これまでに分析されたでんぷん質の食品も含めて、アクリルアミドの食事摂取からの主な寄与率を与えるよ



うな食品を判明させるのに役立つだろう。 

� 家庭、また産業的に食品がどのように調理され、加工されているのかという情報が、アクリルアミド摂取量を評価するために収集されるべきである。 

� 集められたデータにおいて、曝露の一番の原因となっている食品が重要視されなければならない。最も高濃度の食品に加え、低濃度だが摂取量が高いレベルの食品もサンプリングするべきである。代表的なデータが得られるという確証を得るためには、サンプリング手法に注意を払うことが必要である。 



� 利用可能なデータを集め、解説するための矛盾のない実験系が用いられるべきである。世界環境モニタリングシステム／食品汚染モニタリングと評価計画（GEMS/Food）では、データを収集し、報告する組織を定めた。 そして GEMS/Food Regional Diets (http://who.int/fsf/GEMS/index.htm) では、世界のそれぞれの地域における重要で主要な食品の指標を規定することができた。中央政府は、さらに詳細な追加データを集めることができる。 

� 国民レベルでのアクリルアミドに対する食事曝露量を決定するにはデータが不足している開発途上国および他の国々については、その環境に合わせた暫定的なデータを取るべきである。この施策には、アクリルアミドに関する入手できる可能な全ての食事のサンプルを、一人あたりの推定食事摂取量を概算するための基本材料として分析することが含まれ、国内の一般家庭における調理法に基づいて作成された一定範囲内の主な食品中のアクリルアミド含量を決定することや、血液や尿中の曝露を示すバイオマーカーを分析することも含まれる。 

� 食品中のアクリルアミドの生成や含量を測る方法に関する現在の知見から考えて、曝露を示すバイオマーカーが、食品や他の原因からのアクリルアミドの曝露量を把握する最も直接的な手法を提供することになりそうである。これらのバイオマーカーは、評価され、調整される必要がある。さらに、食事摂取との相関についても研究されるべきである。 

� 食品、喫煙または体内のアクリルアミド生成の可能性を含む他の原因物質の相対的寄与率をさらに明確にするために、人がアクリルアミドに対して曝露される他の原因について研究されるべきである。 

 アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドのののの毒性毒性毒性毒性 全体的に見ると、アクリルアミドの吸収、代謝、分布、排泄に関するデータは動物における毒性学的知見がヒトへの外挿的推定に対して適切であると思われることを示唆している。 
 この専門家会合では、ヒトへのアクリルアミドの主要な非発ガン的作用、非遺伝子的作用として神経毒性を認識した。受精能に関する影響も動物で認められている。ヒトや動物に一度に多量のアクリルアミドを曝露すると、中枢神経系に変化を誘発し、一方、（現行のリスクアセスメントに関連する）低水準の長期的な曝露では抹消神経に障害をもたらし、時に中枢への影響も同時に認められる。ヒトの神経毒性に係わる用量―反応データが不足していることから、リスクアセスメントはげっ歯類の研究に基づいて行われており、アクリルアミド神経障害に対する霊長類の研究によって支持されている。これらのデータに基づき、専門家会合では、アクリルアミド神経障害に対するNOAELが0.5 mg/kg体重/日であると結論付けた。受精能の変化に対するNOAELは末梢神経障害に対するものより4倍も高い。最近の知見に基づくと、末梢神経障害をコントロールすることは、受精能への影響をコント



ロールするであろうことに期待がかけられている。長期間のヒトの食事からの推定摂取量の平均値は1 µg/kg体重/日のオーダー内である。このことは、曝露量とNOAELに500倍の余裕があることを認めている。従って、専門家会合では、食品中に存在するアクリルアミドのレベルから神経毒作用はないと予測される、と結論付けた。 標的器官毒性の程度をよりよく理解することは、アクリルアミドの非発ガン的作用、非遺伝子的作用に対するリスクアセスメントの向上を可能にする。特に、末梢神経系、中枢神経系及び受精能に係わるアクリルアミドの相対的な影響評価は有用である。内分泌系に関するアクリルアミドの影響を評価するためには、更なる研究が必要である。 

 アクリルアミドはin vivo試験で体細胞及び生殖細胞に対し遺伝毒性があり、これによりアクリルアミドは、遺伝子や染色体レベルで遺伝性の損傷を誘発する可能性を持っている。アクリルアミドは、DNA付加体を形成する化学的に反応性のあるエポキシ化合物であるグリシドアミドへ代謝されることが知られている。アクリルアミドがラットやマウスの多くの異なる部位に腫瘍を誘発するという知見は、化学物質（アクリルアミド）の遺伝子毒性の作用様式と一致している。アクリルアミドを投与したラットに見られる腫瘍の種類、特にホルモン応答性組織における腫瘍から別のメカニズムの存在が示唆されるが、これはあくまでも推論である。結論として、専門家会合はアクリルアミドがヒトに対しておそらく発ガン性があるというIRCA分類グループ2Aであることを確認した。 

 通常、製造中の食品への遺伝毒性物質及び発ガン性物質の混入は、法規によって禁止されている。しかしながら、ある種の発ガン性物質はベンゾピレンやヘテロ環式芳香族アミン類のように調理の結果として食品中で生成されるが、家庭の調理器具でも生成されるため、これらの化合物を常に管理することはできない。アクリルアミドもまたある種の方法で調理された食品中に生成しているということが最近になって発見された。これらの物質は全て遺伝毒性物質及び発ガン性物質であり、DNAに対する反応に閾値を持たないと考えられている。このような化合物について、一般的に、曝露は「合理的に達成可能な限り低く（as 

low as reasonably achievable: ALARA）」と推奨されている。他のアプローチは発ガン性のリスクを推計することである。理想的には、そのような評価は曝露量の正確な同定と曝露した住民における腫瘍発生頻度の両方を含む大規模な疫学的データに基づくべきである。そのようなデータはめったに存在しない。 

 全ての疫学的研究は、腫瘍発生頻度のわずかな増加を検出するには限界がある。ネガティブな疫学的研究は、そのような影響が存在しないという証明より、むしろ発ガン性の影響の可能性に対する上限を示している。限られた疫学的データのみアクリルアミドに対して利用可能であるが、職業的な曝露によりガンのリスクが増加しているという証拠にならなかった。この段階では、曝露源の重要性に関する知見がなかったため、食品から曝露され



るアクリルアミドの影響については検討されていなかった。 

 もし実験動物による発ガン性のデータをヒトがガンにかかるリスクを推定するのに利用するのであれば、このような外挿的な推定は食品に起因するヒトの曝露レベルに対して通常数オーダー下げなければならない。そのようにするために、色々な数学的モデルが使用されている。しかしながら、専門家会合は既知のモデルが基本的な生物学的プロセスを実際に反映しているか否かについては不明であるということに注目した。得られたリスクの数学的推定は、用いたモデルに非常に依存している。専門家会合では幾つかの試みが食品中のアクリルアミドによってもたらされたリスクを定量化するためにそのようなモデルを使用していることに注目した。専門家会合は、動物のデータに基づくどのような定量的なリスク評価が食品中のアクリルアミドからヒトがガンにかかるリスクを推定することに使用されるべきかどうかについては合意に達しなかった。 

 アクリルアミドは、上に述べたように食品中の他の発ガン性物質の作用と類似してラットにおいて発ガン性の潜在力を持っている。しかし、アクリルアミドに対する摂取レベルは他のものより高いように思われる。ヒトに関して、食品中の発ガン物質の相対的効力は知られていない。専門家会合は、アクリルアミドが実験動物に腫瘍と遺伝的変異を誘発する力があることから、食品中に存在していることはヒトにとっても大きな懸念であることを認識した。 

� ヒトに対するリスクのより広い評価を可能にするために、経口投与によるアクリルアミドの吸収、代謝、分布、排泄に関するより多くのデータが必要である。 

� 毒性及び発ガン性リスクのマーカーとしてグリシドアミドの生成及びDNAへの結合について、更に明確にすることが必要である。 

� 食品に由来するアクリルアミドの生物学的利用率が明らかにされるべきである。 

� 代謝における遺伝的な差異のような感受性のリスク因子及び年齢、性、若しくはリスクに影響する他の因子の作用は特定されるべきである。 

� 明らかに高い曝露を受け、神経毒症状および高レベルのヘモグロビン付加体を有する職業的に曝露された労働者を対象に、発ガン性の疫学調査及び精巣に対する毒性が研究されるべきである。 

� 定量的なリスク評価モデルが科学的価値と評価の不確実性に基づいて研究されるべきである。 

� グリシドアミドの毒性と発ガン性は研究される必要がある。 

� アクリルアミド及びグリシドアミドの毒性、排泄、及びDNAや巨大分子との結合に関する用量反応性を更に検討することが必要である。 

� 生殖細胞の損傷に対するアクリルアミドとグリシドアミドの作用機構と用量反応特性は研究されるべきである。 



� ゲノム広範囲発現プロファイリング法によって体細胞及び生殖細胞に対する遺伝毒性について研究されるべきである。 

� 異なる器官においてヘモグロビン付加体及びDNA付加体との関係が調査されるべきである。 

� 生物学的研究における新しい方法の適用はアクリルアミドの遺伝毒性に対する閾値を確定することが可能かどうかを明確にするのに有用である可能性がある。 

 暫定的暫定的暫定的暫定的なななな勧告勧告勧告勧告 食品中のアクリルアミドのレベルに関する情報は完成にはほど遠い。食品中のアクリルアミドによりもたらされる発ガンリスクの大きさは数値化できないが、専門家会合はどんなリスクであろうともこれを最小限に抑えるために、いくつかの方針がすぐにでも適用できることに注目した。 

� 食品を過剰に調理、すなわち長時間、高温で調理するべきではない。しかしながら、全ての食品、特に肉や肉製品は、食品由来の病原菌を死滅させよう十分に調理されなければならない。 

� アクリルアミドに関して入手可能な情報は、現段階では、健康的な食事に関する一般的なアドバイスを補強している。バランスのとれた食事、多くの果物や野菜を含めた多様な食事をすべきである。そして揚げ物や脂肪の多い食品の摂取を抑えるべきである。 

� 配合、加工工程及びその他の手順の変更により、食品中のアクリルアミドのレベルを減少する可能性が研究されるべきである。 

� 継続中の研究と同様に、関連データを共有するために全ての関心のある団体を招いて国際的ネットワーク “食品中のアクリルアミド（Acrylamide in food）” が設立されるべきである。 

 リスクコミュニケーションリスクコミュニケーションリスクコミュニケーションリスクコミュニケーション 当専門家会合は、透明で開かれたリスクアセスメントとリスクマネジメントのプロセスを促進するものであり、関心のある団体（消費者、産業界、小売業界等）がこのプロセスのいくつかの局面において関与することが重要であると認識している。リスクコミュニケーションの政策は、リスク評価者、リスクマネージャー及び関係する全ての団体間の重大なコミュニケーションプロセスを促進するに違いない。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 注釈：下記資料1 - 資料4は添付した英文報告書を参照されたい。 資料1 FAO/WHO合同専門家会合参加者リスト 資料2 FAO/WHO合同専門家会合議事日程 資料3 FAO/WHO合同専門家会合によって使用された主要な参考資料リスト 資料4 略号 

 添付：英文報告書原文                              
 


