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今回の講義の目的 
化学物質のリスク評価を実施するには有害性の評価は必須
です。特に人への有害性評価は、通常、実験動物を用いた
試験等から外挿します。化学物質で発現する主な有害性に
ついてGHS（化学品の分類および表示に関する世界調和
システム）を用いて説明すると共に、リスク評価に用いる
有害性の値の導出方法について学びます。 

シラバスより 
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化学物質管理の流れ 

有害性評価 

ばく露評価 

リスク評価 リスク管理 



今回の講義の流れ 
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化学物質のリスク評価 

人健康影響の
有害性評価 

暴露量 
▲mg/kg/day 

有害性の値 
●mg/kg/day 

リスク評価 

GHS分類 

動物実験 

事例 

①どのような「悪影響」があるか？ 
②それはどのくらい摂取すると出てくるのか？ 

導出方法 

不確実係数 



化学物質のハザード（有害性）とは 

化審法上の化学物質の 
「有害性」とは    → 

物理化学的危険性（有害性） 
人への有害性（毒性） 
生態への有害性（毒性） 
地球への有害性 

有害性/ハザード 

毒性 

生態 
影響 

人健康
影響 

分解性 
蓄積性 
人健康への影響    
生態への影響 

毒性 
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GHSとは 
化学品の分類および表示に関する世界調和システム 

GHS（Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals） 

国連GHS専門家小委員会
にて年2回、改訂議論があ
り、２年に１回改訂版を
発行 
 
←2017年第７版 
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対訳：GHS関係省庁 
連絡会議仮訳 



GHSの目的等 
• 目的 

– 健康の維持と環境の保護を促進する 
– 貿易を容易にする 

• 規定する内容 
–  危険有害性に関する分類基準 
–  安全データシート（SDS）の内容および記述様式 
–  ラベルに記載すべき項目 

• 範囲・対象 
– 危険有害な化学品（純粋な化学物質、希釈液、混合物） 
– 労働者（労働分野）、消費者（消費者製品）、輸送関係

者（輸送分野）、緊急時対応者 
 

城内博「最近の化学物質管理の動向」教材より 
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GHSに示された「危険有害性」その１ 

爆発物 
可燃性ガス 
エアゾール 
酸化性ガス 
高圧ガス 
引火性液体 
可燃性固体 
自己反応性化学品 
自然発火性液体 
自然発火性固体 
自己発熱性化学品 
水反応性可燃性化学品 
酸化性液体 
酸化性固体 
有機過酸化物 
金属腐食性化学品 
鈍性化爆発物 

http://live.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html 

【物理化学的危険性】 

シンボル 

絵表示（ピクトグラム） 

6 

物質および 
混合物 



GHSに示された「危険有害性」その２ 

【健康に対する有害性】 
 急性毒性 
 皮膚腐食性/刺激性 
 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 
 呼吸器感作性または皮膚感作性 
 生殖細胞変異原性 
 発がん性 
 生殖毒性 
 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 
 特定標的臓器毒性（反復ばく露） 
 誤えん有害性 
 
【環境有害性】 
 水生環境有害性 
 オゾン層への有害性 

http://live.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html 
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NITEのGHS関連業務 

（１）関係省庁等連絡会議

及び各省が実施したGHS分
類結果の公表 

（２）分類結果、根拠文の

英訳 
（３）問い合わせ対応 

 省庁横断的なプロジェクト 

→誰が（どこで）公表すべきか？ 

 各省で、同様のプロジェクトを実施している 

各省それぞれのサイトから結果を公表すると、

ユーザーにとって確認の手間がかかる。 

→NITEのHPから公表＝公表の場を一元 
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テトラメチル尿素(632-22-4) 
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評価文書名等（略称） 発行機関等 

化学物質の初期リスク評価書 NITE/CERI 
試験報告書「化学物質毒性試験報告」化学物質点検推進連絡協議会 厚生労働省 
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するた
めの指針に関する公示 

厚生労働省 

厚生労働省委託がん原性試験結果 
日本バイオアッセイ研
究センター 

化学物質の環境リスク評価 環境省 
許容濃度提案理由書及び許容濃度等の勧告 日本産業衛生学会 
Screening Information Data Set (SIDS) Initial 
Assessment Report (SIAR), SIDS Initial Assessment 
Profile (SIAP) 

OECD 

Environmental Health Criteria (EHC) WHO/IPCS 
Concise International Chemical Assessment Document 
(CICAD) 

WHO/IPCS 

IARC Monographs Programme on the Evaluation of 
Carcinogenic Risk to Humans（IARC Monographs） 

WHO(IARC) 

Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) 
Monographs and Evaluations  

FAO/WHO合同食品
添加物専門家会議 

化学物質の人健康有害性において汎用される 
評価文書等（1） 
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化学物質の人健康有害性において汎用される 
評価文書等（2） 

評価文書名等（略称） 発行機関等 

Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR) 
Monographs and Evaluations 

FAO/WHO合同残留
農薬専門家会議 

EU Risk Assessment Report: EU RAR ECB 

Technical Report シリーズ及びJACC Report シリーズ ECETOC 

ACGIH Documentation of the threshold limit values for 
chemical substances, TLVs and BEIs 

ACGIH 

Integrated Risk Information System (IRIS) 米国EPA 
NTP Database Search Home Page, Report on 
Carcinogens (12th,2011）発がん性テクニカルレポート 

米国国家毒性プログラ
ム（NTP） 

Toxicological Profile ATSDR, USA 

Assessment Report Environment Canada: Priority 
Substance Assessment Report 

Environment/ 
Health Canada 

Priority Existing Chemical Assessment Reports Australia NICNAS 

MAK Collection for Occupational Health and Safety, MAK 
Values Documentations 及び List of MAK and BAT values 

ドイツ学術振興会
(DFG) 

Patty’s Toxicology (6th edition) E. Bingham他 
Pesticides “Reregistration Eligibility Decision” 米国EPA 

High Production Volume Information System (HPVIS) 
US HPV Challenge 
Program 
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評価文書名等（略称） 発行機関等 

REACH study results (Oracle DB, IUCLID 6 desktop)  ECHA 
Hazardous Substance Data Bank (HSDB) NLM 
BUA report German Chemical Society-

Advisory Committee on Existing 
Chemicals of 
Environmental Relevance 

農薬抄録及び評価書 農林水産省消費技術安
全センター 

農薬安全性情報（公開情報一覧） 農薬工業会 
食品健康影響評価 内閣府食品安全委員会 
既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究 厚生労働省 
Pub-Med/NLM（原文献調査） NLM 
NLM TOXNET NLM 
NITE-CHRIP、GHS分類結果 NITE 
GESTIS IFA 
化学物質ファクトシート 環境省 
詳細リスク評価書 産業技術総合研究所 
ICSCカード WHO/IPCS 

化学物質の人健康有害性において汎用される 
評価文書等（3） 
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毒性とは 

すべての物質は毒である。 
毒でないものは何もない。 
摂取量によって毒にも薬にもなる。 
Dosis solus deneunum facit 
“Dose alone makes the poison.”  

パラケルスス Paracelsus  
1493－1541 

 有史～17世紀【急性毒性】 
自殺、暗殺等に使用《砒素、青酸カリ…》 
 

 産業革命以後の近代工業【慢性毒性】 
物質が取り込まれた後、時間が経過して 
問題発生《発癌物質》 
 

 20世紀前半～中盤【蓄積性、催奇形性等】 
本人ではなく新生児に奇形、次世代や環境への影響 
《サリドマイド、イタイイタイ病（カドミウム）… 》 
 

 20世紀後半～現在【ありとあらゆる有害性】 
環境ホルモン《ダイオキシン類》、リスクの考え方や新たな毒性評価手法の開発等 

フィリップス・アウレオールス・ 
テオフラストゥス・ボンバストゥス・ 

フォン・ホーエンハイム 
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動物実験削減の流れ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Paracelsus.jpg


毒物の半数致死量（LD50） 

    毒物の種類       LD50(mg/kg)*    毒性の由来 

ボツリヌス菌毒素Ｄ      ３.２×１０-7           細菌毒 

ボツリヌス菌毒素Ａ      １.１×１０-6            細菌毒 

破傷風菌毒素         ３.７×１０-6            細菌毒 

ダイオキシン           ０.６×１０-3         非意図的生成   

サキシトキシン          ３.４×１０-3       プランクトン、貝の毒 

テトロドトキシン         １    ×１０-2            フグ毒 

α-アマニチン                  ０.３        テングタケの毒 

青酸ガス（HCN）             ３ 

塩化第二水銀（HgCl2）        ５ 

青酸カリ（KCN）            １０ 

四塩化炭素           ４６２０    

出典：Ａｎｔｈｏｎｙ Ｔ. Ｔｕ 著 身のまわりの毒（東京化学同人） 

★強烈な毒性物質は全て天然毒！ 

＊マウスの体重１㎏当たり。ダイオキシンは対モルモット。 
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化学物質の毒性発現 

★毒性の発現場所（組織）は、物質によって特徴がある。 

影響を受ける組織              毒性物質の例 

肺        アスベスト、ホスゲン、ベリリウム、パラコート（除草剤） 

肝臓         塩化ビニルモノマー、四塩化炭素、アフラトキシン 

腎臓         カドミウム 

膀胱       ベンジジン、ナフチルアミン 

鼻        六価クロム、木材の粉じん 

皮膚       イペリットガス、ヒ素 

血液       ベンゼン、一酸化炭素、鉛 

脳・神経系     有機水銀化合物、有機リン化合物 

免疫系     トリレンジイソシアナート（ＴＤＩ） 

胎児       サリドマイド、ジエチルスチルベストロール（ＤＥＳ） 

宮本純之著：「反論！化学物質は本当に怖いものか」から引用、一部修正  15 



人健康における有害性評価とは 

①どのような「悪影響」があるか？ 
 頭痛、胃痛、肝機能障害、うつ症状、貧血、 
 呼吸障害等 
 動物では・・・死亡、体重増加抑制、行動異常、 
 けいれん、貧血、発がん等 
 

②それはどのくらい摂取すると出てくるのか？ 
 疫学調査、動物実験等から用量依存的な 
 関係（用量-反応関係）を把握する 
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③閾値のある影響かどうか？ 



人健康における有害性評価の 
結果 
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閾値あり／なしで、リスク評価に用いる値の
導出方法が変わる 

①、②、評価に用いた値の導出方法 
について説明ができること 



化学物質の摂取と人体への影響 

無影響量 影響量 中毒量 死亡量 
摂取量 

健
康
影
響
度 

用量反応関係線 

死亡 

疾患・中毒 

生理機能変化 

閾値 
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化審法における安全性試験法（人健康影響） 
及びその目的 

新規化学物質の事前審査に必要な試験法（スクリーニング毒性に関する試験） 
  

○反復投与毒性試験 

 哺乳類を用いる28日間の反復投与毒性試験又は 

 哺乳類を用いる90日間の反復投与毒性試験又は 
 哺乳類を用いる反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験 

 

○変異原性試験 

 細菌を用いる復帰突然変異原性試験及び 

 哺乳類培養細胞を用いる染色体異常試験又は 
 マウスリンフォーマTK試験 
 

その他の試験法 

 慢性毒性試験、生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験、 

 催奇形性試験、変異原性試験、がん原性試験、 

 生体内運命に関する試験、薬理学的試験 

一定期間反復投与したときに
現れる生体の機能及び形態の
変化を観察することにより、
被検物質の毒性を明らかにす
る。 

被検物質の遺伝毒性を検出し、
それに基づくがん原性及び次
世代への影響について予測す
ること。 
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閾値情報 



①どのような「悪影響」があるか？ 

人健康有害性を評価するための情報 

【一般毒性】 
急性毒性 
亜急性/亜慢性毒性 
慢性毒性 
 
【特殊毒性】 
変異原性（遺伝毒性）M 
発がん性 C   
生殖発生毒性 R 
催奇形性 
感覚器毒性 
遅発性神経毒性 
薬物相互作用 
生体内運命（体内動態） 
薬理学的特性 

標的臓器等による分類 
 
【臓器に対する毒性】 
肝毒性 
腎毒性 
循環器毒性 
呼吸器毒性 
脳神経系毒性 
造血臓器毒性 
血液毒性 等 
 
【機能に対する毒性】 
内分泌毒性 
免疫毒性 
生殖毒性 等 
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毒性試験 
の種類 

急性 亜急性 亜慢性 慢性 

単回投与 反復投与 

試験期間 投与直後～14日
以内 

数週間～3ヶ月
未満 
28日間 

3ヶ月～1年
未満 
90日間 

1年以上 

投与経路 経口、経皮、吸入 経口、吸入 

OECD TG 401（廃止） 
420, 423, 425, 
402, 403, 436 

407,  410, 
412, 422 

408, 409, 
411, 413 

452, 453 

得られるデー
タの種類 
 

試験個体(群)の
50％が死に至る
用量（濃度）: 
LD50(LC50) 

無毒性量(NOAEL)、無影響量(NOEL)、最小
毒性量(LOAEL)、最小影響量(LOEL)等の値 

得られる毒
性の内容 

標的臓器等の毒
性発現（の予
測） 

亜急性及び亜慢性として現れる
毒性、慢性毒性の予測 
 

慢性影響とし
て現れる毒性 

【参考】一般毒性試験の比較 
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げっ歯類
の場合 



②それはどのくらい摂取すると出てくるのか？ 

安全性試験（毒性試験） 

単回投与毒性試験 

（急性毒性試験） 

反復投与毒性試験 

（亜急性～慢性毒性試験） 

遺伝毒性試験 

発がん性試験 

生殖発生毒性試験 

その他の試験 

トキシコキネティクス 

安全性薬理試験 

局所刺激性試験 

感作性試験 

光毒性試験 

抗原性試験 

免疫毒性試験 

神経毒性試験 

毒性機作・標的臓器毒性 
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毒性試験結果の評価 

NOEL: No Observed Effect Level：無影響量 
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level：無毒性量 
LOEL: Lowest Observed Effect Level：最小影響量 
LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level：最小毒性量 

対照群 低用量群 中用量群(1) 中用量群(2) 高用量群 

０ １０ ５０ ２５０ １０００mg/kg/day 

毛が伸びた
（無害） 

ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ値の
上昇（有害） 

肝細胞の空胞化
（有害） 

影響なし 

投与量 

NOEL NOAEL 

○反復投与毒性試験データからの評価方法（概念） 

LOAELとして使用することあり 

試験結果 

評   価 

（LOEL） 
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毒性試験から得られる用量反応曲線 
毒
性
の
強
さ

 

0 用量 

閾値 

動物試験からの平均値 

NOEL: No Observed Effect Level 
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level 
LOEL: Lowest Observed Effect Level 
LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level 

Adverseのライン 
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NOEL 

NOAEL/
LOEL LOAEL 



        

遺伝毒性（変異原性）とは 

 遺伝毒性とは、DNAを中心とした遺伝物質に対する毒性の
総称。 

 DNA損傷から染色体異常、突然変異までを包含する広い意
味で用いられる。 

 WHO/IPCSは、「遺伝毒性」と「変異原性」を区別し、遺伝
毒性は広義の毒性（ゲノムの変化が必ずしも娘細胞や次世
代の個体に伝わらない毒性を含む）を指し、変異原性は狭
義の遺伝毒性（娘細胞や次世代の個体に変化が伝わる毒
性）としている。 

             
『［新版］トキシコロジー』より 
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【参考】代表的な遺伝毒性試験 『［新版］トキシコロジー』より  

in vitro試験 in vivo試験 

変異原性試験 
 遺伝子突然変異 
 
 染色体異常 

 
Ames試験 
哺乳類細胞遺伝子突然変異試験 
哺乳類培養細胞染色体異常試験 

小核試験 

 
Tgマウス/ラット変異原性試験 
マウススポット試験 他 
小核試験 
染色体異常試験 

インディケーター試験 
 DNA付加体検出 
 DNA損傷と致死 
 DNA損傷と遺伝子発現 
 DNA鎖切断 
 
 染色体異常 
 DNA損傷と修復 

 
32Pポストラベル法 
Recアッセイ 
SOS試験 
アルカリ溶出法 
コメットアッセイ 
姉妹染色分体交換(SCE)試験 
不定期DNA合成(UDS)試験 

 
32Pポストラベル法 
 
 
アルカリ溶出法 
コメットアッセイ 
姉妹染色分体交換(SCE)試験 
不定期DNA合成(UDS)試験 

生殖細胞遺伝毒性試験 
 遺伝子突然変異 
 
 

 染色体異常 
 

 
マウス特定座位試験 
ショウジョウバエを用いる伴性劣性致
死試験 他 
優性致死試験 
遺伝性転座試験 

その他 細胞形質転換試験 
26 



リスク評価のための用量反応 
毒
性
の
強
さ

 

用量 0 

閾値 
毒
性
の
強
さ

 

用量 0 

閾値あり 

一般毒性・生殖発生毒性・ 

非遺伝毒性発がん性 

閾値なし 

遺伝毒性発がん性 

実験A 

Adverseの 
ライン 
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閾値あり（一般毒性、生殖発生毒性、非遺伝毒性発がん性）： 

・農薬、食品添加物：NOAEL等÷安全係数（通常100） 

            ＝許容1日摂取量：ADI (Acceptable Daily Intake) 

・環境汚染物質：NOAEL等÷不確実係数（100～5,000） 

            ＝耐容1日摂取量：TDI (Tolerable Daily Intake) 

・非遺伝毒性発がん物質： 

     NOAEL等÷不確実係数（通常1,000）＝ TDI (ADI) 

 

閾値なし（遺伝毒性発がん性）： 

  実質安全量 VSD (Virtually Safe Dose)を社会的に許容可能
なリスクレベル（通常10-5）で算出 

化学物質の一般的な評価値導出方法 
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有害性評価におけるいくつかの課題 
・動物試験の暴露経路 
・動物試験結果から人への影響への
外挿 
・複合暴露による複合影響 等 

大気 

食事・飲料水など 製品など 

影
響
の
発
生
率 

化学物質の用量 

影響あり 影響なし 

NOAEL（無毒性量） 

０ 

用量・反
応関係 

動物実験で得られた
結果（NOAEL等） 

人への影響に換算し、
一生摂り続けても安
全な値を求める 

固体差 

？倍 ？倍 

種差 
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動物実験の結果をヒトに適応できない例 

・げっ歯類でのペルオキシソーム増殖作用による 

 肝肥大および肝腫瘍 

・雄ラットに特異的に生じる腎障害および腎腫瘍 

・げっ歯類や鳥類に生じる甲状腺肥大および 

 甲状腺腫瘍  
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ペルオキシソーム増殖作用 

ペルオキソーム増殖剤（フィブレートやフタル酸エステル
等）による肝発がん性およびそれに関与するペルオキシソー
ム増殖作用には著しい種差が存在：げっ歯類（ラット、マウ
ス）＞＞霊長類（サル、マーモセット、ヒト）、モルモット 
 
ペルオキソーム増殖作用はPPAR-α（peroxisome 

proliferator activated receptor-α）を介して起こる 
 
PPAR-αノックアウトマウスではペルオキソーム増殖剤

（Wy-14643）投与により肝腫瘍は誘発されない 
 
肝臓のPPAR-αのmRNA発現量は感受性の低いモルモットや

ヒトではラットおよびマウスに比べ著しく少ない 

2000年3月のIARCの会議で、DEHPの発がん性分類を
Group 3に変更したが、2011年2月の会議で再びGroup2B
に戻した 
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雄ラットに特異的に生じる腎障害及び腎腫瘍 
 →α2U-グロブリン（雄ラット特異的な血中および尿中蛋白）複合

体による腎毒性 

 Hyaline dropletsまたは硝子滴（ＰＡＳ染色陰性） 

 

げっ歯類や鳥類に生じる甲状腺肥大および甲状
腺腫瘍 
 げっ歯類ではＴＢＧ（血漿蛋白であるサイロキシン結合グロブリ

ン）が少ないため、血中の蛋白結合型甲状腺ホルモンが少なく、
甲状腺ホルモンの半減期もヒトに比べると短いので甲状腺ホルモン
の低下が起きやすい。従って、サル、イヌ等での実験が必須である。 
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リスク評価のための用量反応 
毒
性
の
強
さ

 

用量 0 

閾値 
毒
性
の
強
さ

 

用量 0 

閾値あり 

一般毒性・生殖発生毒性・ 

非遺伝毒性発がん性 

閾値なし 

遺伝毒性発がん性 

実験A 

Adverseの 
ライン 
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閾値ありの用量反応評価 

用量設定の重要性 
毒
性
の
強
さ

 

0 用量 

閾値 

実験A 
実験B 

LOAEL 

Adverseのライン 

NOEL 
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LOEL／NOAEL 

LOAEL 



安全係数/不確実（性）係数 

１．種差： 10 【様々な手法による補正】 

２．個体差： 10 

３．暴露期間が不十分な場合： 最大10 

４．無毒性量が得られない場合： 最大10 

５．毒性の質（発がん性、神経毒性、母毒性の現れない

用量における催奇形性等）: 最大10 

安全係数積/不確実係数積 

  NOAEL等 
  

  

=   
ADI, TDI, RfD,  
有害性評価値等 
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化審法スクリーニング評価／リスク評価
に用いられている不確実係数 

【一般毒性】 

• 種間差：10 

• 個体差：10 

• 試験期間：90日未満／6 

          90日以上12ヶ月未満／2 

                12ヶ月以上の試験期間／1 

• LO(A)EL採用：10 

• 影響の重大性：1～10 

 

【生殖発生毒性】 

• 種間差：10 

• 個体差：10 

• LO(A)EL採用：10 

• 試験の質／影響の重大性：10 

 

 

28日間反復投与毒性試験なら 
有害性評価値＝NO(A)EL等／ 
           （10×10×6） 

簡易生殖毒性試験なら 
有害性評価値＝NO(A)EL等／                
         （10×10×10） 
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各機関の安全係数/不確実係数例 
実施
機関

米国EPA
ICH (International Conference
on Harmonization of Technical
Requirements for Registration
of Pharmaceuticals for Human

Use)

ECETOC (European Centre
for Ecotoxicology and

Toxicology of Chemicals)

Australia
Department of Health and

Ageing

項目

出典 A REVIEW OF THE REFERENCE
DOSE AND REFERENCE

CONCENTRATION PROCESSES.

EPA/630/P-02/002F, 2002. 1)

ICH Harmonised Tripartite
Guieline Impurities: Guideline for

Residual Solvents Q3C(R5),

2011. 3)

Technical Report No 110,
Guidance on Assessment

Factors to Derive a DNEL,
2010.

Environmental Health Risk
Assessment, Guidelines for

assessing human health risks
from environmental hazards,

2004.

（全身影響の場合）

ラット； 5 ラット； 4

100.4　(2.5) マウス； 12 マウス； 7

イヌ； 2 ハムスター； 5

ウサギ； 2.5 モルモット； 3        × 2.5

サル； 3 ウサギ； 2.4

100.6　(4.0) その他の動物； 10 サル； 2
イヌ； 1.4

100.5　(3.2)

100.5　(3.2)

半生*)以上； 1

中長期
**)

； 2

中期***)； 5

短期； 10

母体毒有の胎児毒性； 1

母体毒無の胎児毒性； 5

母体毒有の催奇形性； 5

母体毒無の催奇形性； 10

*)「科学的データの量と質」という
表現。

1) http://www.epa.gov/raf/publications/review-reference-dose.htm

2) http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc210.htm

3) http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q3C/Step4/Q3C_R5_Step4.pdf

4) http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

1～10*)

備考
【不確実係
数積(UFs)

等】

TD； トキシコダイナミクス
TK； トキシコキネティクス
UFsは最大3,000。UFsが10,000の
データは参照値導出には不適切。
*)TKまたはTDに関するデータがな
い場合、デフォルト係数として3(ヒト
等価濃度導出と併せた場合）また
は10。

TD;toxicodynamics,
TK;toxicokinetics

*)試験期間に関する具体的な
記述はないが、追加的に考慮
する項目としてあげている。

*)げっ歯類、ウサギで1年。ネコ、
イヌ、サルで7年。生殖試験では器
官形成がカバーされる期間を含む
こと。
**)げっ歯類で6ヶ月、非げっ歯類
で3.5年。
***)げっ歯類で3ヶ月、非げっ歯類
で2年。

*1; 単純な膜損傷由来の場合1、局所代謝経由
及び呼吸器への影響の場合2.5
*2; 呼吸器への影響/通常、ラットで亜急性は28
日間、亜慢性は90日間、慢性は1.5～2年
*3; 用量-反応関係の信頼性や影響の重大性に
よりNOAEL採用でも追加されることがある。
*4; 入手可能なデータの完全性や一貫性、代替
手法(in vitroデータ、(Q)SAR等)によるデータの
信頼性による。

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(不完全性) 条件により3 または 10

考慮する
（1より大きい値） ケースバイケース*4

10

毒性の性質
（閾値あり発
がん性等）

10までの数値 ケースバイケース*3 1～10

LOAEL
採用

10 3 または 10 ～　10
3 (最小/大多数の場合) 又は

10 (最大/例外的な場合)
3

亜急性から亜慢性へ； 3
亜慢性から慢性へ； 2
亜急性から慢性へ； 6

ラット； 4
マウス； 7
ハムスター； 5
モルモット； 3
ウサギ； 2.4
サル； 2
イヌ； 1.4

10

個体差 10  10 10

(全身・局所）

労働者； 5
一般人；10

労働者； 3
一般人；5

10

試験
期間

亜慢性から慢性へ； 10

亜慢性より短期間は用いない

(亜慢性から慢性等)
*）

亜急性から亜慢性へ； 3
亜慢性から慢性へ； 2
亜急性から慢性へ； 6

（局所影響
の場合も同

様）*2

WHO/IPCS ECHA (European Chemicals Agency)

Environmental Health
Criteria 210: Principles for
the assessment of risks to

human health from exposure

chemicals, 1999. 
2)

Guidance on iformation requirements and
chemical safety assessment

Chapter R.8: Characterisation of dose
[concentration]-response for human health,

2012. 
4)

種差

情報がある場合
*)

TK

マウス； 7
ラット； 4
モルモット； 3
ウサギ； 2

 10

（局所影響
の場合）*1

 ×1 又は
× 2.5

TD

TK

TD

TK

TD

×3
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例題）1,2-ビス(2-クロロエトキシ)エタンの有害性評価値
の導出 

動物実験：ラットを用いた28日間反復投与毒性試験 

 動物種：SD系ラット 

 試験期間：28日間 

 投与量：0(対照群), 50, 100および200 mg/kg/day 

 影響：♂では200 mg/kg群で死亡例がみられ，心臓に心筋細胞の変性,
壊死が観察された．♀では100 mg/kg群で肝臓相対重量の高値が認
められた。いずれの所見も回復傾向を有する変化であった。 

 無影響量(NOEL)：♂100 mg/kg/day, ♀50 mg/kg/day 

 無毒性量(NOAEL)：？        

有害性評価値 
 NOAEL等：    (mg/kg/day) 
   不確実係数積： 
 割り算すると     mg/kg/day 

不確実係数 

 種差： 

 個体差： 

 試験期間： 

 LOAEL： 

 重大性： 
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回答例１）1,2-ビス(2-クロロエトキシ)エタンの 
有害性評価値の導出 

動物実験：ラットを用いた28日間反復投与毒性試験 

 動物種：SD系ラット 

 試験期間：28日間 

 投与量：0(対照群), 50, 100および200 mg/kg/day 

 影響：♂では200 mg/kg群で死亡例がみられ，心臓に心筋細胞の変性,
壊死が観察された．♀では100 mg/kg群で肝臓相対重量の高値が認
められた。いずれの所見も回復傾向を有する変化であった。 

 無影響量(NOEL)：♂100 mg/kg/day, ♀50 mg/kg/day 

 無毒性量(NOAEL)：50 mg/kg/day        

有害性評価値 
 NOAEL等： 50 (mg/kg/day) 
   不確実係数積：600 
 割り算すると 0.083 mg/kg/day 

不確実係数 

 種差：10 

 個体差：10 

 試験期間：6 

 LOAEL：1 

 重大性：1 

        



回答例２）1,2-ビス(2-クロロエトキシ)エタンの 
有害性評価値の導出 

動物実験：ラットを用いた28日間反復投与毒性試験 

 動物種：SD系ラット 

 試験期間：28日間 

 投与量：0(対照群), 50, 100および200 mg/kg/day 

 影響：♂では200 mg/kg群で死亡例がみられ，心臓に心筋細胞の変性,
壊死が観察された．♀では100 mg/kg群で肝臓相対重量の高値が認
められた。いずれの所見も回復傾向を有する変化であった。 

 無影響量(NOEL)：♂100 mg/kg/day, ♀50 mg/kg/day 

 無毒性量(NOAEL)：100 mg/kg/day        

有害性評価値 
 NOAEL等： 100 (mg/kg/day) 
   不確実係数積：1800 
 割り算すると 0.056 mg/kg/day 

不確実係数 

 種差：10 

 個体差：10 

 試験期間：6 

 LOAEL：1 

 重大性：3 

        



回答例３）1,2-ビス(2-クロロエトキシ)エタンの 
有害性評価値の導出 

動物実験：ラットを用いた28日間反復投与毒性試験 

 動物種：SD系ラット 

 試験期間：28日間 

 投与量：0(対照群), 50, 100および200 mg/kg/day 

 影響：♂では200 mg/kg群で死亡例がみられ，心臓に心筋細胞の変性,
壊死が観察された．♀では100 mg/kg群で肝臓相対重量の高値が認
められた。いずれの所見も回復傾向を有する変化であった。 

 無影響量(NOEL)：♂100 mg/kg/day, ♀50 mg/kg/day 

 無毒性量(NOAEL)：100 mg/kg/day        

有害性評価値 
 NOAEL等： 100 (mg/kg/day) 
   不確実係数積：600 
 割り算すると 0.17 mg/kg/day 

不確実係数 

 種差：10 

 個体差：10 

 試験期間：6 

 LOAEL：1 

 重大性：1 

        



有害性評価値に関する注意点 

 ・ 不確実係数は統計学的には95%をカバーすることを想定している。 

 ・ 99%をカバーする評価値を求めることは非現実的である。 

 ・ 如何なる場合も100%の安全を保証するとすれば、曝露は0でなけれ
ばならない。 

 ・ こうした背景から、もし曝露が生じていることが判明した場合は、実際に
健康影響が発現していないかどうかに十分な注意が必要である。 

有害性評価値は、通常、動物実験から得られた最大
無毒性量であるNOAELを、主として種差と個体差に
関する不確実係数で除して求めるが、こうして得られた
値は絶対的なものではない。 
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○「毒性データの不確実性とヒトへの外挿法に関する研究」 

平成19～21年度食品健康影響評価技術研究／食品安全委員会 

主任研究者：長谷川隆一 
→ 平均的集団（若齢ラット）と感受性集団（新生児ラット）に様々な
化学物質を投与し、NOAELを比較。中央値は約3、95％タイル値は5.1
となることから、個体差UF 10でカバー出来ることを証明した。 

 

○「リスク評価における不確実性係数の定量化に関する調査」 

平成25年度経済産業省委託 

実施者：東海明宏 

→ 種間差及び個体差の不確実性係数を定量的に評価するため、生理学
的薬物動態（PBPK）モデル等を用いてクロルピリホスについて検討し
た研究。 

PBPKモデルの精度に伴う不確実性も考慮にいれ、モデルパラメータの
知見の充足度に応じた不確実性係数の縮減効果を定量化した。 

 

【参考】不確実係数に関する研究事例 
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LED10 

（BMDL） 
LED10/UF 
（TDI等） 

BMR 

BMR/UF 

95％信頼限界曲線 

数理モデル曲線 
(中央値） 

用量→ 

ベンチマークドース 
Benchmark Dose: BMD手法 

一般毒性で10％、
生殖発生毒性で

５％など 

ED10 

（BMD） 

実験値 

毒性反応↑ 
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ベンチマークドース(BMD)の利点 

１．同一の設定投与量で行った実験で同じNOAELが得
られた場合でも毒性強度を比較できる。 

２．LOAELしか得られていない場合でも、追加試験を行う
必要がない。 

３．信頼下限界を用いているので、データの質および統計
学的考え方が含まれる。 

４．発生毒性では5%、一般毒性では10%の発現率
（反応率）のBMDLがNOAELと同等である。 

５．BMDLは実験投与量付近での計算値であるため、い
ずれの計算式を用いてもBMDLの値に違いが少ない。 
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ベンチマークドースの実例 

0 10 30 100 300 

1 

[9/12]  

(mg/kg/day) 

  

● 

● 

● 

[1/12]  

[11/12]  

催奇形の頻度 

[0/12]  [0/6]  
[0/6]  

(52.3, 93.3)  
(15.7, 37.8)  

（ BMDL, 中央値）  

物質C 
物質D 

0 10 30 100 300 

C 0/12 0/6 0/6 9/12 － 

D 0/12 0/6 0/6 1/12 11/12 

頻度 
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ヒトにおける発がん性の評価 

疫学調査 
１．横断研究(Cross-sectional study) :暴露-疾病 
２．コホート研究(Cohort study) :疾病の前進的調査 
３．患者/対照研究(Case-control study):過去の曝露調査 
 
IARC（国際がん研究機関）の分類 
 Group 1: ヒトに対して発がん性がある 
 Group 2A: ヒトに対しておそらく発がん性がある 
    2B: ヒトに対して発がんの可能性がある 
 Group 3: ヒトに対する発がん性として分類できない 
 Group 4: ヒトに対しておそらく発がん性がない 
 
EU: カテゴリー1A, 1B, 2  
EPA：1986年ガイドライン／A, B1, B2, C, D, E 
         1996年ガイドライン／K/L, CBD, NL 
         1999年及び2005年ガイドライン／CaH, L, S, I, NL 
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リスク評価のための用量反応 
毒
性
の
強
さ

 

用量 0 

閾値 
毒
性
の
強
さ

 

用量 0 

閾値あり 

一般毒性・生殖発生毒性・ 

非遺伝毒性発がん性 

閾値なし 

遺伝毒性発がん性 

実験A 

Adverseの 
ライン 
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発がん頻度データをプロビット、ロジック、マルチヒット、ワイブ
ル、マルチステージなどの数理モデルに適用させ、非常に低い投与
量での発がんリスクを定量的に推定 

発がんリスク評価（低用量への外挿） 

100％ 

発
が
ん
性
の
確
率 

投与量 

0％ 

20％ 

10万分の1 

VSD 

50匹中10匹に発がん 

60
％ 

50匹中30匹に発がん 

動物実験の投与量 

50匹中45匹に発がん 

90％ 

VSD （virtually safe dose）:発がんの確率が10-5（10万分の1）ぐらいは、
実質的には安全であるという考え方 (US EPA) 
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BMDXX BMDLXX 
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e
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低用量での直線リスク外挿における問題点 

各種の数理モデルが動物実験データに良くフィットしても、
低用量領域においては大きく異なった結果となる 
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U.S.EPAのIRIS等の情報源からスロープファクター（SF【(mg/kg/day)－1】）、 

ユニットリスク（URの【(μg/m3)－1 又は(μg/L)－1】）の情報を調査・収集し、 

許容リスクレベル（通常10-5）のVSDを求める。 

 

 
実質安全量（VSD：virtually safe dose）＝ 
 
    （許容できるリスクレベル：例えば10－5）／SF 又は UR 

閾値なしと考えられる発がん性の 
有害性評価値の求め方 
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閾値なし発がん性物質の評価例 

ベンゼン：遺伝毒性あり（＝閾値なし）発がん性物質 

○水道水中のベンゼンの基準値の設定 

 ①ベンゼンの経口発がんスロープファクター（体重1kg当たり毎日 

1mgのベンゼンを一生涯摂取した場合の発がんリスク）は、 

3.5×10-2 /(mg/kg/day)←ラット、マウスの発がん性試験より 

 ②1人当たり１日２リットルの水道水を飲料 

 ③人の体重は70kgで設定 

 ④許容できるリスクレベルは10-5（10万人に1人の発がん） 

 

我が国のベンゼンの水道水質基準値： 

10-5÷3.5×10-2 /(mg/kg/day)×70(kg)÷2(L/day) 

                                                     ＝1×10-2(mg/L) 

                                                     =10 (μg/L) 
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【参考】GHS表示のための消費者製品の 
リスク評価 

パープルブック〈危害の可能性に基づく消費者製品の表示〉 
 
●1.4.10.5.5.2  
 すべてのシステムは、GHS分類基準を使用するべきである。
しかし、所管官庁は、障害の可能性に基づいて情報を提供す
る消費者表示システムを認可することができる（リスクに基
づくラベル）。 
 
●附属書５ 
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「GHS表示のための消費者製品のリスク評価手法のガイダンス」 
https://www.nite.go.jp/chem/risk/ghs_consumer_product.html 

慢性的な健康有害性のみ（発がん性、 
生殖毒性、特定標的臓器毒性(反復)） 



一般状態：死亡、行動異常、痙攣等の一般症状を１日１回観察、
機能検査（FOB) 

体重及び摂餌量/摂水量：少なくとも週１回の体重測定（長期で
は2週1回）、摂餌量測定、飲水投与の場合、摂水量測定 

尿検査：任意検査として実施（概観、尿量、pH、蛋白等） 
（便検査：剖検および病理組織検査に加えて） 
血液学的検査：ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数、総お

よび型別白血球数、血小板数、血液凝固時間/凝固能に関連
する項目、メトヘモグロビン濃度、網状赤血球数等 

血液生化学的検査：Na、K、血糖、総コレステロール、尿素、
クレアチニン、総蛋白およびアルブミン等 

病理学検査（肉眼的所見）：肉眼で観察できる所見 
病理学検査（臓器重量）：肝臓、腎臓、副腎、精巣、精巣上体、

胸腺、脾臓、脳および心臓の湿重量測定 
病理組織学的検査：全ての肉眼病変、脳、脊髄、胃、小腸およ

び大腸、肝臓、腎臓、副腎、脾臓、心臓、胸腺、甲状腺、
気管および肺、生殖腺、副生殖腺、膀胱、リンパ節、末梢
神経、骨髄の一部 

実験動物での主な一般毒性例（検査例） 
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報告書の例 
 

経済産業省安全性試験（J-CHECK掲載） 

要約 全17ページ、報告書 全476ページ 
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報告書からの有害性評価事例 

常温で安定な無色透明液体の化合物/難分解・低蓄積 
用途：溶剤、繊維処理剤 
 

CASRN 112-26-5 

http://dra4.nihs.go.jp/mhlw_data/home/paper/paper112-26-5b.html 

1,2-ビス(2-クロロエトキシ)エタンの 
ラットを用いる28日間反復経口投与毒性試験 
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要約 
1,2-ビス(2-クロロエトキシ)エタンの28日間反復投与毒性試験を雌雄の
CD(SD)IGS系ラット(SPF)を用いて実施した．  
1群雌雄各5匹のラットからなる4試験群を設定し，さらに対照群および高用
量群には雌雄各5匹のラットを追加して回復群を設定した．  
被験物質をコーンオイルに溶解して，0，50，100および200 mg/kgに
相当する量を毎日1回，28日間(4週間)反復経口投与し，一般状態の観
察，体重および摂餌量測定，機能観察総合検査(FOB)，血液学検査，
血液凝固能検査，血液生化学検査，尿検査，器官重量測定および病理
学検査を行った．なお，回復期間は2週間とし，機能観察総合検査
(FOB)を除いて投与終了時と同様の検査を実施した．  
投与期間中に，200 mg/kg群の雄の1例が死亡し，投与期間終了時
の投与後に1例を切迫解剖した．  
一般状態では，流涎が各投与群で観察されたが，回復期間で消失した．
これは被験物質投与による条件反射と考えられた．また，自発運動低下，
削痩，立毛，被毛の汚れおよび異常呼吸音が200 mg/kg群の雄の死
亡あるいは切迫解剖した動物に観察された．  
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要約（続き） 
機能観察総合検査の症状観察では，投与群で流涎が観察されたが被験物
質の投与に伴う直接的な影響であり，神経毒性を示唆する変化とは考えら
れなかった．  
体重，摂餌量，飼料効率，血液学検査，血液凝固能検査および尿検査
の結果では被験物質の影響と考えられる変化は認められなかった．  
血液生化学検査において200 mg/kg群の雄でALT活性およびカリウム濃
度が高値，ナトリウム濃度が低値を示し，被験物質の影響と考えられた．  
器官重量測定では，100および200 mg/kg群の雌の肝臓相対重量が
高値を示し，被験物質の影響と考えられた．  
病理組織学検査では，200 mg/kg群の雌雄の心臓に心筋細胞の変性
・壊死ならびにこれに対する細胞反応が認められたが，回復傾向を有する変
化であった．  
以上のように，雄では200 mg/kg群で死亡例がみられ，心臓に心筋細胞
の変性・壊死が観察された．雌では100 mg/kg群で肝臓相対重量の高値
が認められた．したがって，本試験条件下における1,2-ビス(2-クロロエトキシ
)エタンのラットに対する無影響量は，雄で100 mg/kg/day，雌で50 
mg/kg/dayと判断された． 
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一般状態：投与期間中，流涎が100および200 mg/kg群の♂♀で投与1日以降
に，また，50 mg/kg群の♂で投与10日以降，♀で投与12日以降に観察． 
50（♂2、♀1）100（♂♀とも4）200 （♂♀とも10/うち♂1は9日後に死亡、
♂1は最終日切迫解剖：死亡動物では自発性運動低下が，切迫解剖動物では自
発性運動低下，削痩，立毛，被毛の汚れおよび異常呼吸音が観察） 
  
体重：各投与群の雌雄において差は認められなかった．  
 
摂餌量：各投与群の♂♀で差が認められなかった．飼料効率では，200 mg/kg群
の♀が投与7日に低値を示したが，投与14日以降は差がみられなかった． 
 
FOB：投与2および3週の検査において200♂で軽度な流涎の発生数が高値を示し
た．なお，種々の刺激に対する運動感覚反応の観察，握力測定(前肢および後肢)，
着地開足幅および自発運動量に変化は認められなかった．  
 
尿検査：投与期間終了時の100 mg/kg群の雌で尿浸透圧が高値を示したが用量
に関連しない変化であった．回復期間終了時の200 mg/kg群の雌で尿浸透圧が低
値を示した．  
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血液学的検査♂ 

網赤血球率 
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血液♀ 
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血液生化学的検査 ♂ 
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血液生化学的検査♀ 

61 



器官重量♂ 

62 



器
官
重
量
♀ 

63 



病理所見♂（一部） 
 

心臓血管系 

心筋変性 

 

壊死 

細胞浸潤 

線維化 

64 



病理所見♀（一部） 

細胞浸潤 

心筋変性 

 

壊死 

浮腫 
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考察 
一般状態（含FOB）：流涎が各投与群で観察。回復期間で消失。→被験物質
投与による条件反射（直接的影響、神経毒性ではない）と考えられた。 
血液生化学検査：200♂でALT活性↑、カリウム濃度↑、ナトリウム濃度↓→被
験物質の影響と考えられた。 
器官重量測定：100および200♀の肝臓相対重量↑→被験物質の影響と考えられ
た。200♂での腎臓および精巣の相対重量↑は、この群の体重の低値傾向による二
次的変化と考えられた。  
病理学検査：200♂♀の心臓に認められた病変は，心筋細胞の変性・壊死およ
びこれに引き続いて起こる修復反応。回復傾向を有する変化。心筋細胞の変性・壊
死病変は散在性にみられたが，発生が1細胞単位であり巣状に起こることはなくマクロ
ファージの食作用により処理可能な程度。修復範囲が狭かったために回復期間終了
時には病変が認められなかったものと思われる。死亡動物では肺にうっ血，出血および
水腫が観察されたが，これは急性心不全による続発性変化であり，死因は呼吸不
全と考えられた．その他の臓器にみられた出血およびうっ血も直接的あるいは間接的に
心臓の機能不全に起因するものと思われる。また，死亡動物および投与期間終了時
の投与後に切迫解剖した動物では，肝臓に肝細胞肥大あるいは有糸分裂など肝細
胞への直接的な影響への反応を示す所見が観察されたが，好酸性小体とともにこれ
らの所見の発現意義は不明である。 
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考察（結論） 
以上のように，雄では200 mg/kg群で死亡例が
みられ，心臓に心筋細胞の変性・壊死が観察さ
れた．雌では100 mg/kg群で肝臓相対重量の
高値が認められた．したがって，本試験条件下に
おける1,2-ビス(2-クロロエトキシ)エタンのラットに対
する無影響量は，雄で100 mg/kg/day，雌で
50 mg/kg/dayと判断された．  
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1,2-ビス(2-クロロエトキシ)エタンの
用量反応曲線〈イメージ〉 
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GHS分類結果 
• 分類実施者：厚生労働省/環境省 

• 分類実施年度：平成22年度   

• 使用マニュアル：政府向けGHS分類ガイダンス（H22.7版）  

ラットを用いた28日間反復経口投与毒性試験において、各投与群で流涎が見られ、
高用量群の200 mg/kg/dayで発生した死亡例で、自発運動の低下、削痩、立毛、
被毛の汚れおよび異常呼吸音が観察された。血液生化学検査において200 mg/kg
群の雄でALT活性およびカリウム濃度が高値、ナトリウム濃度が低値を示し、病理
組織学的検査では、200 mg/kg群の雌雄の心臓に心筋細胞の変性・壊死ならび
にこれに対する細胞反応が認められた（厚労省報告（Access on Aug. 
2010））。以上の結果より、ガイダンス値範囲区分2に相当する200 mg/kg/day
（90日換算量：62.2 mg/kg/day）での死亡の発生および心臓の病理組織学
的変化に基づき、区分2（心臓）とした。  
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肝機能と肝毒性 

1.  臓器としての特性 
     胆汁の生成・分泌（コレステロール代謝と消化管での脂質可溶化） 
   薬物及び生体成分の代謝・排泄（CYP等による代謝、トランスポー 
     ターを介した血中及び胆汁中への排泄） 

2.  主な肝毒性（化学物質データベース275物質の検索） 
      肝細胞壊死：121件、脂肪変性：183件、肝細胞肥大：101件、 
  細胞浸潤：48件 

3．化学物質に対する反応 

     薬物代謝酵素の誘導   肝細胞肥大    一部は肝腫瘍 

     ペルオキソーム増殖   肝細胞肥大    肝腫瘍 

4．主な肝障害と代表的化学物質 
   脂肪肝：エタノール、エチオニン、フェノバルビタール 
   肝細胞壊死：四塩化炭素、アセトアミノフェン、ブロモベンゼン 
   胆汁うっ滞：クロルプロマジン、シクロスポリンA、メチレンジ 
         アニリン   
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項 目 正常値 数値が増減すると 参 考 説 明 

ＧＯＴ 
ＡＳＴ 

5～40Ｕ 
↑肝疾患、心筋梗塞 
（心筋）、赤血球破壊 

肝、筋細胞に存在する酵素。 
ＧＯＴ＞ＧＰＴ：心筋梗塞、アル
コール性肝炎 

ＧＰＴ 
ＡＬＴ 

5～35Ｕ ↑肝疾患 
特に肝細胞に多い 
ＧＰＴ＞ＧＯＴ：ウィルス性肝炎  

ＬＤＨ 
50～400

Ｕ 
↑急性肝炎、悪性貧血、 
急性心筋梗塞、ガン 

すべての組織に存在する酵素で、
５種類の分画があり、それにより
鑑別診断 

γ－ＧＴＰ 
60Ｕ以

下 
↑アルコール性肝障害、 
脂肪肝、慢性肝炎  

アルコール性肝炎の早期発見に 
有効。胆汁の通過障害でも上がる。  

コリンエ
ステラー
ゼ（ChE) 

0.8～1.1 
↑脂肪肝、肥満 
↓慢性肝炎、肝硬変 

CｈEは肝臓で作られる酵素で、低
下は肝障害に進んだことをあらわ
す。  

肝毒性の指標となる項目 
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血液毒性（貧血） 

1.  血液の重要性 
      酸素・二酸化炭素、物質及び血球の輸送，免疫などの生体防御 

2.  血液毒性の種類 
     赤血球の異常（溶血性貧血）：主にヘモグロビンが減少 
   化学物質によりヘモグロビンの機能が損傷 
     化学物質データベース275物質の検索で、ヘモグロビンの減少が 
   82物質、赤血球数の減少が69物質、網状赤血球比率の増加が 
   54物質、メトヘモグロビンの増加が7物質 

  汎血球減少症（再生不良性貧血）：骨髄造血幹細胞の障害 

  血液成分の異常：各臓器の異常の指標 

3.  主な血液毒性物質 

     溶血性貧血：アニリン、アセトアニリド、ニトロベンゼンなど 
   再生不良性貧血：クロラムフェニコール、フェニトイン、 
                            イソニアジト、アザチオプリン、ベンゼンなど  

赤血球数: 
およそ20兆個/人 
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H2N-NH2 

溶血 

アルコキシ 
酢酸 

棘状化 
 きょくじょう 

イオンバランス 
変化 
膨張化  

（赤血球代謝活性化） 

（直接作用） 

水酸化アニリン 

チオフェノール 

フリーラジカル産生↑ 

ヘモグロビン酸化 

赤血球障害 

Met-Hb血症を伴う溶血 

（直接作用） 

（肝代謝活性化） 

（+ GSH枯渇） 

化学物質による溶血性貧血の発現機構及び溶血性物質 

（肝代謝活性化） 

101-72-4 302-01-2 96-29-7 

882-33-7 

62-53-3 

109-86-4 

110-80-5 

109-59-1 
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m-トルイジンの反復投与による溶血性貧血 

赤血球 ヘモグロビン ヘマトクリット 

肝臓の随外造血 

脾臓の随外造血 

色素沈着 

74 



化学物質等の経口摂取後の体内動態 

1.  吸収（主として小腸）: Absorption 
 受動拡散、ろ過、特殊輸送（薬物トランスポーター）、食作用 

2.  分布（循環系を介した全身曝露）: Distribution 
  血中でアルブミンやα1-酸性糖タンパク質と結合し、門脈から肝臓ま
たは全身へ分布 
  臓器特異的分布（血液脳関門、血液胎盤関門、血液精巣関門など） 
  一般的には肝臓への分布が高い。 

3.  代謝（薬物代謝酵素：主に肝臓、腎臓、小腸など）: Metabolism 

  第一相代謝反応：加水分解、酸化、還元 
  第二相代謝反応：グルクロン酸抱合、硫酸抱合、グルタチオン抱合 
     など 

4.  排泄: Excretion 

   腎臓：糸球体ろ過－尿細管再吸収－尿細管分泌、胆汁排泄 
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