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NITE講座「化学物質に関するリスク評価とリスク管理の基礎知識」 



NITE 化学物質管理分野 
in silico評価手法の活用に関する取り組み 
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（独） 製品評価技術基盤機構 (NITE)  

化学物質管理センター 

安全審査課 化審法関連業務を担当 

化審法新規化学物質の審査関連業務 

化学物質管理におけるin silico評価手法の
行政活用に関する検討 

化学物質名称室 
化審法及び安衛法の化学物質の公示名称付与業務 



講義内容 

1.  in silico評価手法とは？ 

2. 化審法における in silico評価手法の活
用状況 

3. 動物実験代替法におけるin silico評価
手法と海外の動向 

4.  in silico評価に用いることができるソフ
トウェアの例-HESS、OECDToolBox 
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１．in silico評価手法とは？ 
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in vivo、 in vitro、in silico 

• in vivo: 
 「生体内で（の）」という意味。生体に直接被験物質を投与し、生体内及
び細胞内での反応を検出する試験をin vivo試験という。 

 

• in vitro: 
 「試験管内で（の）」という意味。試験管や培養器のような人工環境下で
の反応を検出する試験をin vitro試験という。 

 

• in silico:  
「コンピュータ内で（の）」という意味の造語。コンピュータを用いたデータ
分析、シミュレーションなどの様々な評価方法のことをいう。（構造活性相
関を含む。） 
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in silico評価手法 

• 化学物質管理分野では、シミュレーション技術のみではなく、既存の情報
及び暗黙知の活用を含む、コンピュータを用いた化学物質の安全性評価
手法という広い意味で表現される。 

• 本発表で取り上げるin silico評価手法の例 

– 定量的構造活性相関（QSAR） 

– 類推（Read-across） 

– カテゴリーアプローチ 

– PBKモデル 
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in silico評価手法のメリット及びデメリット 
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メリット デメリット 

 実測試験結果が不要のため、
安全性評価にかかる時間とコ
ストを削減できる。 

 動物実験代替法：動物実験を
実施しないため、動物福祉
（3Rs*）に貢献できる。 

 
＊ Replacement(代替)、

Reduction （削減）、Refinement
（改善） 

 知見が少ない物質群は予測
精度が低いため、手法が適用
可能な物質が限られる。 

 GLP試験結果とは異なり、規
制行政で用いる信頼性基準、
判定基準が明確でない（専門
家判断になることが多いので、
ケースバイケース。国によって
も受入れの基準が異なる。） 



（ご参考） 
化学物質の安全性評価に係る試験コスト* 
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※被験物質の性状により費用は変わることがある。 

費用（万円） 標準期間

140～200 60～120日

600～850 120～180日

60～100 30～60日

Ames試験 50～80 45～60日

染色体異常試験 180～230 60～90日

750～950 150～180日

144～216 約90日

96～144 約90日

120～180 約90日
200～300 約90日

魚類急性毒性試験

ミジンコ急性遊泳阻害試験

藻類生長阻害試験
高分子フロースキーム

分解度試験

濃縮度試験
分配係数試験

変異原性試験

２８日間反復投与毒性試験

＊ 産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会、審議資料集（平成18年12月）. 



定量構造活性相関（QSAR） 
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構造活性相関： 
Structure-Activity Relationship (SAR) 
定量的構造活性相関： 
Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) 

 化学物質の構造と生理学的活性（例えば薬効、毒性など）との間に
成り立つ定量的な関係のこと。両者の間に成り立つ関係が定性的
な場合には、単に構造活性相関（SAR:Structure-Activity 
Relationship）と表記する。 

※両方を指す場合は「(Q)SAR」と表記する場合がある。一方、「QSAR」と

表記されているものでも、定性的な構造活性相関を含めて指している
場合もある。→表記は統一されていない。 

 化学物質の構造と物理的性質との間に成り立つ関係の場合は、定
量的構造物性相関（QSPR: Quantitative Structure-Property 
Relationship）と表記。 



～定量構造活性相関（QSAR）とは？～ 
(Q)SARによる予測の具体的なイメージ① 
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化学物質の物理化学的性状 
(分子量、脂溶性等) 

：実測データ 

：予測データ 

物理化学的性状などのデータを用
いて、統計的に得たモデル式から
未知の物質の活性を予測する！ 

Trend Analysis 

（傾向分析） 

毒性等が規則的な 
パターンを示す物質に 

用いるデータギャップ補間法 
（回帰式等） 

化
学
物
質
の
活
性
（
毒
性
、
薬
効
等
） 



～定量構造活性相関（QSAR）とは？～ 
(Q)SARによる予測の具体的なイメージ② 
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化学物質の物理化学的性状 
(分子量、脂溶性等) 

：類似物質（実測データあり） 

：未試験物質 

Read-across （類推） 

化
学
物
質
の
活
性
（
毒
性
、
薬
効
等
） 

毒性等が類似する物質群
に用いるデータギャップ補

完方法（平均等） 

化学構造、物理化学的
性状などが類似で、有
害性も類似な物質群の
データを用いて、未試験
物質の有害性を評価！ 



類推（Read-across）1 

• 化学構造が類似する物質のグループにおいて、同様の試験結果が得ら
れることを推定し、未試験物質のデータギャップを補完する手法（カテゴ
リーアプローチ/アナログアプローチ）。 

• 評価の信頼性を確保するため、Mode of Action (MoA)やAOP等、メカニズ

ムに基づいてグループ化の仮説を立て、種々の観点からのエビデンスを
用いて仮説を立証するアプローチが推奨されている。 

• REACH登録における主要な代替法の一つ。欧米で研究開発が盛ん。化

審法の新規化学物質の審査では、分解性・蓄積性の評価において限定
的に活用（類推）。 

• ECHAの最近の文書2では、反復投与毒性においては、試験を回避するた
めの現状におけるベストアプローチと説明されている。 
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1 OECD Series on Testing and Assessment, No.194: Guidance on Grouping of Chemicals, Second edition. (2014) 

2 ECHA. Non-animal Approaches: Current Status of Regulatory Applicability Under the REACH, CLP and Biocidal 
Products Regulations. (2017). 



Read-across 
（類推） 

化学物質管理分野において未試験の化学物質の有害性を推定する手段と
して国際的に推奨されている手法。カテゴリーとは、化学構造が類似し、化
学構造上の特徴に対し毒性が規則的なパターンを示す又は類似する物質
のグループ*。傾向分析（Trend analysis）や類推(Read-across)によるデータ
ギャップ補完を行う。 

カテゴリーアプローチ 
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カテゴリー 
Ａ カテゴリー 

Ｂ 

信頼性のあるカテゴリーであるこ
とを示すためには･･ 
→メカニズム等の科学的根拠を

明示することが必要。 

毒
性 

化学構造上の特徴（脂溶性など） 

試験済み 

物質群 

傾向分析 
（Trend analysis） 

* OECD (2007). OECD Environment, Health and Safety Publications Series on Testing and 

Assessment No. 80, Guidance on grouping of chemicals. 



吸入暴露 

経口暴露 

経皮暴露 

摂取 体内動態（ToxicoKinetics） 

PBKモデル 
• Physiologically-Based Kinetic Model：生理学的動力学モデル 

• 毒物（薬物）の体内におけるADME（吸収：Absorption、分布：Distribution、
代謝：Metabolism、排泄：Excretion）を考慮することにより、血中濃度や標
的臓器濃度を推計するモデル 
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A吸収 D分布 

M代謝 

E排泄 

標的臓器 
細胞・組織・臓

器の応答 

PBKモデル 



３．化審法における in silico評価手
法の活用状況 
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化審法では・・・ 
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１．化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律
案に対する附帯決議（2009年5月12日 参議院経済産業委員会） 

   試験に要する費用・期間の効率化や国際的な動物試験削減の要請にかんがみ、定量的
構造活性相関の活用等を含む動物試験の代替法の開発・活用を促進すること… 

２．厚生労働省, 経済産業省, 環境省 「化審法に基づく優先評価化学物質の
リスク評価の基本的な考え方 」（2012年1月）  

（１） 有害性に係るＱＳＡＲ、カテゴリーアプローチの活用検討 

有害性に係るＱＳＡＲやカテゴリーアプローチの導入については、リスク評価作業の中の
どのような場面で活用可能か等を以下のステップで早急に検討し、活用可能と考えられる
部分については、リスク評価の実施に合わせて試行することを目指す… 

３．厚生労働省, 経済産業省, 環境省 「新規化学物質の生物蓄積性の類推等
に基づく判定について」（2013年9月27日） → 類推ルールの明確化 

４．内閣府 未来投資会議構造改革徹底推進会合（2016年12月12日） 

事業者コスト低減に向けた取組として、化審法が規制対応コスト低減の先行的取組として位置
づけられた。新規化学物質の審査制度における「QSARの適応拡大及びAI分析等の将来的導
入による試験の段階的廃止」等の方向性が提示された。 



化審法における in silico評価手法の活用事例 

A) 既存化学物質のスクリーニング評価・リスク評価におけるin silico評価手
法の活用事例 

B) in silico評価手法による新規化学物質審査支援 

17 



A) 既存化学物質のスクリーニング評価・リスク評価
におけるin silico評価手法の活用 
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スクリーニング評価：類推による分解性
の判定を実施 スクリーニング評価 

リスク評価（一次）Ⅰ～Ⅲ 

有害性調査指示 

第二種特定化学物質に指定 

優先評価化学物質に指定 

一般化学物質 

リスク評価（二次） 

リスク評価：リスク評価に用いる分解性、
蓄積性、物理化学的性状データの実測
値がない場合に、QSAR等による推計を
実施。暴露評価には各種数理モデルを
使用。 

• 実測データが足りない物質についての評価促進のため、in 
silico評価手法を活用している。 

 



既存化学物質のスクリーニング評価における類推に
よる分解性判定 
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類似化学物質の分解性との比較による 
分解性未判定物質の良分解判定 

判定日 
化学物質審議会 

審査部会 

良分解 

判定物質 

H23.1.21 ２物質 

H24.1.27 ４物質 

H24.7.27 ５３物質 

H24.12.21 ５３物質 

H25.7.19 ９物質 

これまで約１２０の既存物質を 

類推により良分解判定。 

• スクリーニング評価における暴露クラスの算出の際に考慮さ
れる分解性の判定については、過去の判定結果に基づく類
推を利用。（暴露クラス4以上のものについては実施済み。） 

 



既存化学物質のスクリーニング評価における類推に
よる分解性判定事例～物質の選定  
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評価対象物質 

類似物質１ 

類似物質２ 

類似物質３ 

P=0.103 

※ Catalogic ver5.11.5を用いて予測 

Pは代謝の反応確率  

P=1.000 

P=1.000 

P=0.678 

P=1.000 

P=0.103 

P=1.000 

P=1.000 

P=1.000 

P=0.678 

評価対象物質と類似物質は、
類似な代謝経路によって分
解されると考えられる。 

評価対象物質（２－フェノキシエタノール）及びその類似物質の代謝経路 

（Catalogic ver5.11.5による推計結果） 



既存化学物質のスクリーニング評価における類推に
よる分解性判定事例～類推の実施 

• 類推結果：以下の類似物質の分解性データより、評価対象物質は良分
解性と評価する。 
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区分 評価対象物質 安全性既知の類似物質１ 安全性既知の類似物質２ 安全性既知の類似物質３

化学物質名 ２－フェノキシエタノール
アニソール

（別名　メトキシベンゼン）
フェネトール

(別名　エトキシベンゼン)
フェニルグリシジルエーテル

CAS番号 122-99-6 100-66-3 103-73-1 122-60-1
官報公示
整理番号

3-558, 7-78, 9-1277 3-556 3-557 3-559

構造式

分解性

文献データ（情報源：SIDS Dossier）
試験条件：OECD TG301F
試験条件の詳細：
好気的、activated sludge
被験物質濃度 30 mg/L
分解度（28日）：90％
試験期間中の分解度：
10% / 3days; 60% / 4days
（信頼性ランク：1A）

良分解性（昭和54年10月24日判定）

分解度試験（標準法：28日間）
BODによる平均分解度： 56%
TOCによる平均分解度： 86%
GCによる平均分解度 ：100%

良分解性（昭和54年12月17日判定）

分解度試験（標準法：14日間）
BODによる平均分解度：63%
TOCによる平均分解度：88%
GCによる平均分解度：100%

良分解性（昭和57年10月19日判定）

分解度試験（標準法：28日間）
BODによる平均分解度： 24%
TOCによる平均分解度： 25%
※ジオール体の生成を確認

分解度試験（逆転法：28日間）
BODによる平均分解度：    51%
TOCによる平均分解度：    49%
HPLCによる平均分解度：   98%
HPLCによる平均分解度*： 66%
※ジオール体の生成を考慮した値

表３ ２－フェノキシエタノールの分解性の類推7)                     
（平成24年12月に開催された3省合同化学物質審議会にて判定） 



既存化学物質のリスク評価における分解性、蓄積性、
物化性状データの推計 

• リスク評価において、試験データがない場合、QSARモデル(EPI Suite)や類
推（Read-across）によるデータギャップの補完を行っている。 
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エンドポイント 推計方法（QSAR）例 

融点 MPBPVP (EPI Suite) 

沸点 MPBPVP (EPI Suite) 

蒸気圧 MPBPVP (EPI Suite) 

水に対する溶解度 WSKOW (EPI Suite) 
有機炭素補正土壌吸着係数 

(Koc) 
KOCWIN (EPI Suite) 

1-ｵｸﾀﾉｰﾙと水との間の分配
係数 (logPow) 

KOWWIN (EPI Suite) 

ヘンリー係数 HENRYWIN (EPI Suite) 

分解性 BIOWIN3 (EPI Suite) 

生物濃縮係数 (BCF) 
BCFBAF (EPI Suite)、NITE カテゴリー

アプローチ 



生物濃縮係数（ＢＣＦ）＝ Cf / Cw 

 Cf : 平衡時の魚体中の化学物質濃度 

 Cw: 平衡時の水中の化学物質濃度 

試験水（水、化学物質、酸素etc.) 

排水 

Cf 

Cw 

既存化学物質のリスク評価に用いるBCF 

化審法の試験法 （OECD TG 305) 

• 方式：流水式、２濃度区（また
は1濃度区） 

• 魚種：    コイ（主に） 

• 試験温度： ２５±２℃ 

• 暴露期間： ２８日間（主に） 
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既存化学物質のリスク評価 
～BCF推計方法例 QSARモデル（BCFBAF） 
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入力画面イメージ 

https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suitetm-estimation-program-interface 

 米国EPAが開発、公開しているフリーソフトウェアEPI Suiteに含
まれるBCF推計モデル 

CAS登録番号、名称などから
SMILESを検索 

↓ 

SMILESを入力して 

BCFBAFの計算を実施 



既存化学物質のリスク評価 
～BCF推計方法例 QSARモデル（BCFBAF） 
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出力画面イメージ 

… 

推計結果 

と 

補正係数などの推計方法概要 

が表示される。 



非イオン性物質 
１．化学構造からlogPow（予測値）を推計（またはlogPow（実測値）

を入力） 

２．logPowに応じて計算方法を選択 

A)  logPow < 1  定数値による予測（BCF=3.2） 

B) 1 ≤ logPow ≤ 7 予測式（１）を用いる 

C) 7 < logPow  予測式（２）を用いる 

３．２．で選択した方法に基づいて、logBCF（予測値）を算出 

既存化学物質のリスク評価 
～BCF推計方法例 QSARモデル（BCFBAF） 
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式（１） 

式（２） 

※Correction factors： 各骨格及び官能基毎の補正係数 

予測方法（非イオン性物質） 



既存化学物質のリスク評価 
～BCF推計方法例 QSARモデル（BCFBAF） 
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補正係数（非イオン性物質） 

 



既存化学物質のリスク評価 
～BCF推計方法例 QSARモデル（BCFBAF） 
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lo
g

B
C

F
 [

-]
 

logPow [-] 

N=527 
式（１） 式（２） 

logPow（予測値）とlogBCF（実測値）との関係（非イオン性物質） 

  トレーニングセット 



イオン性物質 
１．化学構造からlogPow（予測値）を推計（またはlogPow（実測値）

を入力） 

２．logPowに応じて定性値による予測を行う 

logPow ≤ 5  logBCF=0.5  (BCF=3.2) 

5 < logPow ≤ 6 logBCF=1.0  (BCF=10) 

6 < logPow ≤ 8 logBCF=1.75  (BCF=56.2) 

8 < logPow ≤ 9 logBCF=1.0  (BCF=10) 

9 < logPow  logBCF=0.5  (BCF=3.2) 

既存化学物質のリスク評価 
～BCF推計方法例 QSARモデル（BCFBAF） 
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※BCFBAFのHELP及び原著論文に記載されている数字は下記のとおりですが、
現行バージョンのBCF予測値は本資料中の値が算出される。 

予測方法（イオン性物質） 



既存化学物質のリスク評価 
～BCF推計方法例 QSARモデル（BCFBAF） 
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lo
g

B
C

F
 [

-]
 

logPow [-] 

N=61 

 ：BCF（推計値） 

logPow（予測値）とlogBCF（実測値）との関係（イオン性物質） 

  トレーニングセット 



既存化学物質のリスク評価 
～BCF推計方法例 NITEカテゴリーアプローチ 

• 魚類における化学物質の生物濃縮性は、次の３つの観点から8つのカテ
ゴリーに分類することができる。 

– 生体内への取り込みのメカニズム 

– 水中及び生体中での分子間相互作用（化学物質と水和している水分
子及び生体分子との分子間相互作用） 

– 生体内における化学物質の反応性 
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生体膜透過の 
メカニズム 

1. 受動拡散 

2. 能動輸送 

3. 傍細胞経由 

4. 膜動輸送 

水中及び生体中での 

分子間相互作用 
1. ファンデルワールス力 

2. 双極子－双極子相互作用 

3. 水素結合性相互作用 

4. イオン性相互作用 

生体内での反応性 

1. 代謝 

2. タンパク質結合性 

カテゴリーの考え方* 

* NITEのHP: カテゴリーアプローチによる化学物質の生物濃縮性予測に関する検討結果の公表について 

https://www.nite.go.jp/chem/qsar/category_approach.html 



既存化学物質のリスク評価 
～BCF推計方法例 NITEカテゴリーアプローチ 
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受動拡散が生体への取り込み主要因である物質 

タンパク質結合性がある
物質(例:チオール) 

生体内で代謝されること
が知られている物質 
(例:エステル、  
   リン酸エステル) 

傍細胞経由または能動輸
送、膜動輸送で生体内に
取り込まれる物質 

(例:糖、ペプチド、 
     アミノ酸) 

水中(pH=7.0)でイオンとし
て存在し、生体膜透過に 
・イオン性相互作用 
が主要な分子間相互作用と
して働く物質 
(例:カルボン酸、スルホン酸) 

Ⅰ 

Ⅱ-A 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅵ 

Ⅴ 

生体膜透過において、 
・ファンデルワールス力 
が主要な分子間相互作用と
して働く物質 
(例:脂肪族、芳香族炭化水
素及びそのハロゲン化物) 

生体膜透過において、 
・ファンデルワールス力 
・双極子－双極子相互作用 
が主要な分子間相互作用と
して働く水素結合アクセプ
ターを持つ物質 
(例:エーテル、ケトン) 

生体内での反応性
が高い物質 

Ⅱ-B 生体膜透過において、 
・ファンデルワールス力 
・双極子－双極子相互作用 
・水素結合相互作用 
が主要な分子間相互作用と
して働く水素結合ドナー
（N、O、Sに結合したH）
を持つ物質 
（例:アミド、アルコール） 

  

水中で容易に分解する
物質 
(例:ハロゲン化ベンジル、

ハロゲン化アリル) 

Ⅶ 

※物質によっては、複数
のカテゴリーに該当す
るものもある。 

生体への取り込み主要因
が受動拡散ではない物質 

カテゴリー 
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既存化学物質のリスク評価 
～BCF推計方法例 NITEカテゴリーアプローチ 

33 

カテゴリーアプローチによる類推例 
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単純受動拡散カテゴリーにおける類推（Read across）の事例 

 

対象物質 



B) in silico評価手法による新規化学物質審査支援 
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• QSAR等推計結果の提供） 

新規化学物質審査の化学物質審議会及びその事前審査に、
分解性、蓄積性、変異原性（Ames）、生態毒性のQSAR計算
の結果を提供（NITEは分解性と蓄積性を担当）。一特類似物
質やQSAR計算の結果、高蓄積性が推計された物質につい
ては、分解性と生物蓄積性の類推結果を提供。 

 

• 類推による分解性・蓄積性の判定） 

新規化学物質の判定において、その分解性と生物蓄積性に
ついては、構造が類似していて分解性又は生物蓄積性が既
知である化学物質からの類推等による判定が実施されてい
る。 

 

 

 

 

 

 



新規審査支援 
～化学物質審議会へのQSAR等推計結果の提供 

• 化学物質審議会には、判定を行う新規化学物質について、分解性、蓄積性、
変異原性（Ames）、生態毒性のQSAR計算の結果が提供されている。 

• 一特物質やQSAR計算の結果、高蓄積性が推計された物質については、分解
性と蓄積性の類推結果についてもあわせて提供されている。 

• NITEでは、分解性と蓄積性を担当している。 
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＜新規審査で参考として使用しているＱＳＡＲ＞ 

分解性、蓄積性ＱＳＡＲ結果（イメージ） 

ＱＳＡＲモデル等 

分解性 BIOWIN、CATABOL、類推 

蓄積性 BCFBAF、Baseline、類推 

生態毒性 ECOSAR、KATE、TIMES 

Ames試験 DERECK、MCase、TIMES 



区分 評価対象化学物質 安全性既知の類似物質１ 安全性既知の類似物質２
CAS番号 112-75-4 112-18-5 124-28-7
官報公示
整理番号

2-176 2-176 2-176, 2-185

構造式

分解性 -

良分解性
（平成11年9月22日判定）

分解度試験（標準法：28日間）
BOD：74%（74,62,87）
GC： 100%（100,100,100）

良分解性
（平成元年5月17日判定）

分解度試験（標準法：28日間）
BOD：56%（51,72,46）
TOC：94%（99,94,90）
GC： 100%（100,100,100）

新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 

• 新規化学物質の判定において、その分解性と生物蓄積性については、
構造が類似していて分解性又は生物蓄積性が既知である化学物質から
の類推等による判定が実施されている。 
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表４ Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－イルアミンの分解性の類推*     
（平成25年7月に開催された3省合同化学物質審議会にて判定） 

* 化学物質審議会第128回審査部会 ‐配布資料
https://www.meti.go.jp/committee/summary/0004475/128_haifu.html  



新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 

• 過去に審議済みの他の類似物質（既存化学物質、新規化学物質）でも同
様の傾向が得られているのか？ 

– 過去に分解性が審議済みの既存化学物質及び新規化学物質（4,506
物質）から類似物質を検索 

– 次の分子構造を持つ物質は、全て良分解性（既存：４物質、新規：１
物質）と判定されている。 
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R:n-アルキル基 



新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 
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• 分解性QSARの予測結果も良分解なのか？ 
評価対象物質及び類似物質は、3つの分解性QSARで全て

「良分解」と予測されている。 

判定 予測値 判定 予測値 判定 BOD [%] 

評価対象化学物質 
（CAS番号：112-75-4） 

良分解性 0.553 良分解性 0.588 良分解性 78.1 

安全性既知の類似物質１ 
（CAS番号：112-18-5） 

良分解性 0.537 良分解性 0.576 良分解性 75.2 

安全性既知の類似物質２ 
（CAS番号：124-28-7） 

良分解性 0.583 良分解性 0.612 良分解性 82.1 

対象物質 

予測結果 

BIOWIN5 
*1 

BIOWIN6 
*2 

Catabol 
*3 

N M e 2 

N M e 2 

N M e 2 

*1,2 BIOWIN (v4.10)を使用。予測値が0.5以上で良分解性予測となる。 
*3 CATALOGIC (v5.11.5)を使用。 



新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 

• 今回の良分解類推の妥当性は？？ 

– 次の分子構造を持つ物質は、全て良分解性（既存：４物質、新規：１
物質）と判定されている 

 

 

 

 

– 評価対象物質及び類似物質は、3つの分解性QSARモデル*で全て
「良分解」と予測されている。 
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R:n-アルキル基 

上記の２点が確認できたことから、今回の評価対象物質は
「良分解性」と判断するのが妥当 

* BIOWIN5、BIOWIN6、Catabol 



新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 
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生物蓄積性については、類推に関する運用ルールを明確に示すた
め、「新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定について
（お知らせ）（平成25年9月27日）」が公表された。 

生物蓄積性の類推に関する運用ルール 



新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 

(1) 構造類似を根拠とした類推による判定 

対象とする化学物質Ａが、生物蓄積性が十分低いことが既知である化学物
質Ｂと構造が類似しており、構造からＡの蓄積性はＢと同程度に低いかそれ
より低いと合理的に推測される場合には、類推によりＡは高濃縮性でないと
判定できることとする。 

 

(2) HPLCによる親水性（極性）比較を根拠とした判定 

対象とする化学物質Ａが、生物蓄積性が既知である化学物質Ｂと構造が類
似しており、Ａの親水性（極性）がＢよりも高いことが逆相ＨＰＬＣにより確認さ
れている場合、Ｂが高濃縮性でなくかつ親水性が一定以上であれば、Ａも高
濃縮性でないと評価できると考えられる。 
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生物蓄積性の類推に関する運用ルールのポイント 



(1) 化学物質A及びBの分子構造が類似（光学異性体、ま
たは基本骨格が同じで一部分が変化した関係にある） 

 

 

 

(2) 化学物質BのBCF実測値が500倍未満※（⇒次ページ参照） 

 

 
(3) BCF予測値の比較結果から、Ａの蓄積性はＢと同程度

に低いかそれより低いと合理的に推測可能 

 

 

 

新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 
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化学物質A 

（未試験物質） 

化学物質B 

（試験済みの物質） 

構造が類似 

化学物質B BCF（実測値） < 500 

QSAR BCF  

化学物質B 

QSAR BCF 

化学物質A 
≤ 

下記の３つの条件を満たす場合、化学物質Aは
「高濃縮性でない」と類推可能 

生物蓄積性の類推に関する運用ルール（構造類似による類推） 



新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 
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【データ解析内容】 

過去の化審法新規化学物質のデータ（2009年4月～2013年7月分
まで）から、濃縮度試験が行われている377物質の生物濃縮係数
（Bioconcentration Factor:BCF）の実測値及び推計値*の比較を
行った。 

BCF実測値が500倍未満の物質に対するBCF推計
値の的中率（BCF推計値500倍未満）は、約97%で
あった。 

*  BCFBAF ver.3.01（EPI SUITE）及びBCF base-line model 

（OASIS Catalogic ver.5.11.9）を用いて算出 

生物蓄積性の類推に関する運用ルール 

構造類似による類推～BCF実測値が500倍未満の理由 



新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 

• 評価対象物質Ａの蓄積性は、BCFの実測値が500倍未満の類似物質Ｂ、

Ｃよりも低いと合理的に推測されることから、「高濃縮性でない」と類推可
能 

45 ＊ BCFBAF v.3.01(US EPA)を用いて算出 

物質名 分子構造 BCF(推計値） * BCF(実測値） 

評価対象 

物質 

（A） 
196 

「高濃縮性で
ない」と類推 

類似物質 

（B） 
481 485 

類似物質 

（C） 
433 491 

表５ 未点検既存化学物質の蓄積性の類推例 

生物蓄積性の類推に関する運用ルール 

構造類似による類推～生物蓄積性の類推事例 



新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 
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(1) 化学物質A及びBの分子構造が類似（光学異性体、ま
たは基本骨格が同じで一部分が変化した関係にある） 

 

 
 

 (2)化学物質BのBCF実測値が500倍未満 

 
 

 (3)逆相HPLCの結果から、化学物質Aの親水性が化学物
質Bよりも高い 

 

 

 

 

time 

time 

親水性が高い 

親水性が低い 

下記の３つの条件を満たす場合、化学物質Aは
「高濃縮性でない」と類推可能 

化学物質B BCF（実測値） < 500 

化学物質B 

化学物質A 

化学物質A 

（未試験物質） 

化学物質B 

（試験済みの物質） 

構造が類似 

生物蓄積性の類推に関する運用ルール 

HPLCによる親水性比較を根拠とした判定 



新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 
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【データ解析内容】 

 過去に審議済みの化審法新規化学物質のデータ（1999年
度～2011年度分まで）から、分解度試験で分解生成物を生
じている679物質を調査 

 親物質と分解生成物の生物蓄積性が比較可能な73物質の
データについて、両者の生物蓄積性の比較を行った。 

蓄積性が比較可能な73物質中の約90%以上の物質において、
分解生成物の生物蓄積性は、親物質と同程度または低い傾
向にあることがわかった。 

生物蓄積性の類推に関する運用ルール 

HPLCによる親水性比較を根拠とした判定～親物質と分解生成物の生物蓄積性 



親物質

ClCc1ccc(-c2ccc(CCl)cc2)cc1

実測値 4.5 (HPLC法)
推計値*1 5.36

第１濃度区(10μl)：
BCF = ≤5
第２濃度区(1μl)：
BCF = ≤48

BCFBAF*2 1,585
CATALOGIC*3 2,045

分子構造

logPow

BCF（実測値）

BCF
（推計値）

新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 
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親物質 

（試験済み） 

分解生成物 

（未試験） 

親物質のBCFは500未満 
LogPowは6.0以下 

かつ 
分解生成物は親物質よりも
親水性が高い（次ページ参

照） 

「高濃縮性でない」
と類推可 

*1 KOWWIN v.1.68(US EPA)を用いて算出  *2 BCFBAF v.3.01(US EPA)を用いて算出 

*3 Baseline model ver.2.08（OASIS Catalogic ver.5.11.9）を用いて算出 

分解生成物１ 分解生成物２

分解生成物３ 分解生成物４

OC(=O)c1ccc(-c2ccc(C(O)=O)cc2)cc1構造不明

分子構造

生物蓄積性の類推に関する運用ルール 

HPLCによる親水性比較を根拠とした判定～生物濃縮性の推計事例 



新規審査支援 
～分解性と生物蓄積性の類推に基づく判定 
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分解生成物は親物質よりも親水性が高い 

親物質 

分解生成物 

図３ 親物質と分解生成物の逆相HPLCの比較結果 

生物蓄積性の類推に関する運用ルール 

HPLCによる親水性比較を根拠とした判定～生物濃縮性の推計事例 



３．動物実験代替法におけるin 
silico評価手法と海外の動向 

50 



動物実験代替法におけるin silico評価手法 

• Alternative (test) method: 代替（試験）法。 

• Non-animal approaches: 新たな動物試験を実施しないアプローチ。 

• New approach methodologies (NAMs): 従来手法に対し、規制における利
用経験が不十分な新しい手法。 
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In vitro, In chemico, HTS, HCS, Omics, In silico,  (Q)SAR, 

Grouping, Category approach, Analogue approach, 

Trend-analysis, Read-across, Defined approach, ITS, 

STS, Battery approach, Weight of evidence  PBK etc. 

1 ECHA. Non-animal Approaches: Current Status of Regulatory Applicability Under the REACH, CLP and Biocidal Products 
Regulations. (2017). 

2 ICCVAM, A Strategic Roadmap for Establishing New Approaches to Evaluate the Safety of Chemicals and Medical 
Products in the United States. (2018). 

規制・活動等により用語の定義は異なる1,2。例えば、ＲＥＡＣＨ
登録におけるNon-animal approachesとは、主にIn vitro、QSAR、
Read-acrossを指す1。 



52 

REACH登録における代替試験法のタイプ 

The level of information should be equivalent to that produced 
by the standard tests (標準試験と同等のレベルが求められる) 

ECHA (2016) “Practical guide: How to use alternatives to animal testing to fulfil 

your information requirements for REACH registration” 

in silico 評価手法 



REACH登録における代替法の割合* 
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*ECHA (2017). The use of alternatives to testing on animals for the REACH Regulation. 

人健康毒性 

生態毒性 

蓄積性 

リードアクロス QSAR 

in silico 評価手法 



REACH 2018年登録期限 
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https://echa.europa.eu/reach-2018 

2010 2013 2018

化合物 3,400 3,000 25,000?

ドシエ 2, 0000 9,000 70,000?

情報が少ない → 新規データ取得の必
要性 
動物実験は最後の手段 → まず代替試
験法を考慮すべき 

REACH登録期限と登録数* 

* A. Quintana-Sainz, REACH Registration Deadline 2018, REACH Conference 2017, Prague, 22 May 2017. 



スコア アセスメントオプション(AO)

5 高い信頼性をもって許容可能

4 中程度の信頼性をもって許容可能

3 最低限の信頼性をもって許容可能

2 現状の形では許容不可

1 許容不可

Read-across Assessment Framework (RAAF)* 
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６つのシナリオ 

シナリオ１のアセスメントエレ
メント（AE）の例 

５つのアセスメントオプション（AO） 

Read-acrossを用いた届出の妥当性を
ECHAの評価者が、評価する際の手
順を記載したもの。 

*ECHA (2017) Read-Across Assessment Framework (RAAF) 

シナ
リオ

アプローチ Read-Acrossの仮説 特性の定量的な変動

1 アナログ 共通の代謝産物を生成
評価対象物質の特性
は類似物質と同等。

2 アナログ
種々の化合物が定性的に
類似する特性を有する

評価対象物質の特性
は類似物質と同等。

3 カテゴリー 共通の代謝産物を生成
類似物質に特性の変
動がある。

4 カテゴリー
種々の化合物が定性的に
類似する特性を有する

類似物質に特性の変
動がある。

5 カテゴリー 共通の代謝産物を生成
類似物質に特性の変
動がない。

6 カテゴリー
種々の化合物が定性的に
類似する特性を有する

類似物質に特性の変
動がない。

ID アセスメントエレメント(AE)

AE 1.1 共通代謝産物の生成

AE 1.2 共通代謝産物の標的生体分子

AE 1.3 共通代謝産物の標的生体分子への暴露

AE 1.4 親物質の影響

AE 1.5 非共通代謝産物の生成とその影響



EU-TOX Risk PJ (2016-2021)* 
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*http://www.eu-toxrisk.eu/ 

SEULAT-1（2011-2014）に次ぐ欧州のR&Dプロジェクト（予算30m €）。 

動物試験によらないメカニズムベースの化学物質の評価手法の開発。対象
とするエンドポイントは、反復投与毒性（肝臓、腎臓、肺、神経系）、生殖発
生毒性。既存の代替試験法に体内動態の情報を取り入れる。 

新しいリードアクロスの方法とそのケーススタディーの開発は、プロジェクト
の中核に位置づけられている。人のリスクアセスメントの戦略への活用を検
討。NAMs（オミックス等）の活用によるバイオロジカルリードアクロスも提唱。 

39機関が参加（企業、大学、国立研究機関等）。米国Tox21と連携。 
OECDはアドバイザリーボードとして参加。 



米国TSCAの改正 (2016.6) 
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Statutory Mandate: 動物実験削減のために追加されたサブセクション 

Section 4 (Testing of Chemical Substances and Mixtures) 

               (h) 脊椎動物を用いた試験の削減 

 (1) 原則： 実用的で科学的に正当化されており当該政策一致する範囲内において、脊椎
動物を使用した試験を削減・代替する。 

 (2) 代替試験法の実装: 新規試験方法の開発とタイムリーな導入を推進するために: 

  (A) 法施行から2年以内に、動物実験代替法導入のための戦略を作成する。 

    (B) (A)の戦略が試験要求の開発に反映されることを確保する。 

    (C)  (A)の戦略に推奨される代替試験法のリストを含める。 

    (D) (A)の戦略や(C)のリストに対し、一般からのコメントを受ける機会を提供する。 

    (E) 法施行の5年後に代替試験法の実装の進捗を議会に提出する（以降5年毎に）。 

    (F) 代替試験法や戦略の開発を加速化するための実績評価や優先順位付けを行う。 

(3) 代替試験法のボランタリーな実施を促進 



TSCA: Daft Strategic Plan (1)* 
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*US EPA (2018) Strategic Plan to Promote the Development and Implementation of Alternative Test Methods (Draft) 

動物実験代替法導入のための戦略 



TSCA: Draft Strategic Plan (2)* 
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*US EPA (2018) Strategic Plan to Promote the Development and Implementation of Alternative Test Methods 
(Draft) 



TSCA: List of NAMs* 
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*US EPA (2018) Strategic Plan to Promote the Development and Implementation of Alternative Test 

Methods (Draft) 

9 different tools/models/approaches to estimate hazard and exposure 

currently used by OPPT 

24 test methods which are not in vivo vertebrate animal protocols that have 

been accepted for human health testing under the OECD program.  

19 OECD Guidance and Review Documents pertaining to NAMs (called “non-

testing methods” by the OECD)  

10 OECD Guidance and Review Documents on frameworks and approaches 

to applying NAMs for human health hazard/risk decisions (called “testing for 

human health” by the OECD) 

OECD Guidance Document describing non-guideline in vitro methods for 

testing for Endocrine Disruptors 

8 OECD Guidance and Review Documents pertaining to the development of 

Performance Standards for the development of NAMs 

有害性と暴露を推計するためのツール・モデル・手法 

脊椎動物を用いない試験手法 

OECDガイダンス等＜ NAMs関連＞ 

OECDガイダンス等 

＜人健康の評価のためのNAMs関連フレームワーク等＞ 

 

OECDガイダンス＜内分泌攪乱物質のin vitro手法＞ 

OECDガイダンス等＜NAMs開発の性能基準＞ 



Accelerating the Pace of Chemical Risk Assessments 
(APCRA; 2016-) 

• 目標 

• 各国の規制者が、優先順位付け、スクリーニング、定量的リスク評価へ
の新規ツールの適用における進展と障壁を議論し、リスク評価を加速化
するための共同作業を促進するための機会について検討する。 

• 期待されるアウトカム 

• NAMsの適用において国際的に共通に興味が持たれている化学物質の
リストの編纂 

• NAMsの情報源とこれらの情報を共有し活用する方法の明確化 

• 規制利用の実例を含むNAMsの科学的応用の現状の共通理解 

• ケース・スタディーの開発と共有 （ケーススタディーの開発を含む十数件
のプロジェクトが進行中） 

• 参加国/機関 （第2回会合、2017年10月、 ECHA） 

• カナダ, オーストラリア, EU (ECHA, EFSA, JRC), フランス, オランダ, 日本, 韓
国, シンガポール, 米国 (NTP, EPA), OECD 
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当該分野の国際WSの最近の傾向 

62 

1. CAAT-Europe:  EU-ToxRisk and Cefic-LRI Workshop 2016: Good Read-across 
Practices: Making it Work for You!, Brussels, 26 Feb. 2016.      
http://cefic-lri.org/events/caat-europe-and-cefic-lri-workshop-2016-good-
read-across-practices-making-it-work-for-you/ 

2. ECHA: Topical Scientific Workshop on New Approach Methodologies in 
Regulatory Science, Helsinki, 19-20 April, 2016 .      
https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/topical-
scientific-workshop-new-approach-methodologies-in-regulatory-science 

3. ecopa SSCT Workshop 2017: Up-to-date in vitro approaches in regulatory 
risk assessment and disease modelling, Helsinki , 14-16 June 2017.   
http://www.uta.fi/med/en/ecopassct2017/index.html 

Read-acrossが重視される傾向にある。例えば、上記ECHAの2日間のWSでは
Read-acrossのセッションが1日を占めている。 

検討内容としては、Read-acrossにNAMsを利用する方法について、ケーススタ
ディーを基に議論する傾向にある。 



動物実験代替法に関するＯＥＣＤ活動 

• 化学物質の評価手法の信頼性の向上や国際調和性の推進を図る活動
を実施（例:テストガイドラインやガイダンス文書の開発、ＧＬＰ基準の策定
等）。 

• 従来のアプローチのみでは対処しきれない膨大な種類の化学物質の評
価・管理は、近年の最重要課題の一つ。→動物実験代替法の利用を推
進する活動の拡大。 

• 動物実験代替法の信頼性を確保し、その利用を推進するための基本コ
ンセプトとして、ＡＯＰ及びＩＡＴＡに基づいた化学物質の安全性評価を提
唱。 
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Environment, Health and Safety Division (EHS) 



Adverse Outcome Pathway (AOP)1 
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ＯＥＣＤ ＡＯＰプログラム２で開発・完成されたＡＯＰは６種類。開発中のＡＯＰは
６０種類以上。ＡＯＰ-ＫＢ （https://aopkb.oecd.org/）で公開・共有化。皮膚感
作性のＡＯＰは、ＲＥＡＣＨで採用されている3。 

1 OECD Series on Testing and Assessment No. 184: Guidance Document on Developing and Assessing Adverse Outcome Pathways. 
(2013). 

2 http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/projects-adverse-outcome-pathways.htm 
3 REACH Annex XII, “Standard Information Requirements for Substances Manufactured or Imported in Quantities of One Tonne or 

More” 

Molecular Organelle Cellular Tissue Organ Organism Population 

Molecular 
Initiating 

Event 
(MIE) 

Key  
Event 1 

(KE1) 

in chemico 
In silico in vitro in vivo 

化学物質が原因となる有害性発現のメカニズムに関する情報を
ハザード評価等に利用するためにステップ毎に整理・共有化する。 

Adverse 
Outcome 

 (AO) 

Key  
Event 2 

(KE1) 

Key  
Event n 

(KEn) 



Integrated Approaches to Testing and Assessment 
(IATA)1 

• 既存の種々なタイプの情報（in vivo, 
in vitro, in silico 等）をWeight of 
Evidence （WoE）により統合的に解
析し、目的に応じた結論を導出する。 

• AOPは、種々の情報の因果関係を

明確化することで、結論の導出に必
要な情報を把握する。 

• 既存の情報が不十分な場合は、効
率的な試験戦略を立てて、新規の
データを取得する（極力 in vivo試験
の実施を回避する等）。 
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課題形成

WoE: 意思決定のための
情報は十分か？

既存情報の収集

追加情報の取得

結論

No

Yes

Yes

A
O
P

WoE：意思決定のための
情報は十分か？

No

AOPに基づくIATAのフレームワーク 

1 OECD Series on Testing and Assessment No. 260: Guidance Document on the Use of Adverse Outcome Pathways in 
Developing Integrated Approaches to Testing and Assessment. (2016). 



OECD Cooperative Chemicals Assessment Programme 
(CoCAP)1 

• 経緯： 従来は、高生産量化学物質の個別物質評価を中心に活動を行っ

てきたが、評価対象が低生産量の化学物質に移行するに従い、共同で
個別物質評価を実施する必要性が低下したため、２０１４年に活動内容
を改正。 

• 活動方針： ＩＡＴＡの開発・利用に関する活動の拡大。新規手法の安全性

評価への利用方法に関する科学フォーラムの提供。新規手法を種々なタ
イプの化学物質の評価に利用するためのコモンプラクティスとベストプラ
クティスの確立。 

• プロジェクト： 

• IATA Case Studies Project 

• Combined Exposures Project 
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1 http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/oecdcooperativechemicalsassessmentprogramme.htm 



OECD IATA Case Studies Project1 

• 規制等における化学物質の評価に適した予測方法のケーススタディーを
開発することより、IATAの利用経験を積む。 

• ケーススタディーにより、各種ガイダンスに記述されている手法の具体例
を示す。 

• 作成されたケーススタディーのチェックポイント： 

– 科学的妥当性、長所 

– 不確実性が存在する部分 

– 他の規制での利用可能性  

– 今後ガイダンスの開発が必要な分野 …… 等 

• 現在１５の国/機関が参加： 

• 米国、カナダ (HC, ECCC)、オーストラリア、日本、ドイツ、オランダ、デン
マーク、スウェーデン、ノルウェー、EU (EC, ECHA, JRC)、 BIAC、ICAPO 
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1 http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/iata-integrated-approaches-to-testing-and-
assessment.htm 



No. 対象物質 エンドポイント 評価手法 リード国
各国・各地域の

関連法規・活動等

2015-1 ベンジジン系直接染料 変異原性 Read-across
カナダ
米国

カナダCMP
US EPAアクションプラン

2015-2 ジフェニルアミン類 (含UVCB） 反復投与毒性 Read-across カナダ カナダCMP

2015-3 アリルエステル類 反復投与毒性 Read-across 日本 化審法、HESS PJ

2015-4 ビフェニル化合物 生物濃縮 Read-across 日本 化審法

2016-1 フェノリックベンゾトリアゾール類 反復投与毒性 Read-across 日本 化審法

2016-2 有機りん酸系農薬 神経毒性
累積リスク評価
（グルーピング）

米国 US EPA累積リスク評価

2016-3 n-アルカノール類 反復投与毒性 Read-across ICAPO SEURAT-1 PJ

2016-4 2-アルキル-1-アルカノール類 反復投与毒性 Read-across ICAPO SEURAT-1 PJ

2016-5 ピペロニルブトキシド 反復投与毒性 評価ワークフロー
EU (JRC)
BIAC

SEURAT-1 PJ

2017-1 フェノール類 エストロゲン様活性 Read-across
カナダ
米国

カナダCMP
Tox Cast PJ

2017-2 カナダ既存化学物質 生態毒性 スクリーニング カナダ カナダCMP

2017-3 ナノ酸化チタン 遺伝毒性 Read-across
EU (JRC)
BIAC

ECHAグルーピングGD
RAAF

2017-4
アリルアルコールアルキルカルボ
ン酸エステル

反復投与毒性 Read-across ICAPO RAAF

これまでにIATA Case Studies Projectで 
レビューされたケーススタディー 
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ケーススタディー2015-2 (カナダ)1 

• カナダのChemical Management Planにおけるカテゴリーアプローチによる
反復投与毒性の評価の実例を基に作成された。 
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1 OECD Series on Testing and Assessment No.252: Case Study on the Use of Integrated Approaches for Testing and Assessment for Repeat 
Dose Toxicity of Substituted Diphenylamines (SDPA). (2016). 

2 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/substance-groupings-initiative/substituted-
diphenylamine.html 

Subgroup 1 - Monoalkylated SDPAs 
Subgroup 2 - SDPA mixtures with variable number of alkyl substitutions 
Subgroup 3 – Dialkylated SDPAs 
Subgroup 4 – SDPAs with variable number of phenyl substitutions 

仮説： 

構造類似性と発現毒
性の類似性 

（メカニズムベースで
ない） 

オリジナルでは単一のカテゴリー。 
関連業界からのクレームにより、サブカテゴリー化を実施。 



ケーススタディー2015-4 （日本）1 

• 化審法審査の類推ルール２に基づき生物蓄積性が判定された既存化学
物質の評価の実例 （2015-4） 
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分解生成物 

1 OECD Series on Testing and Assessment No.254: Case Study on the Use of an Integrated Approach to Testing and Assessment of the 
Bioaccumulation Potential of Degradation Products of 4,4'-Bis(Chloromethyl)-1,1'-Biphenyl. (2016). 

2 厚生労働省, 経済産業省, 環境省 「新規化学物質の生物蓄積性の類推等に基づく判定について」（平成25年9月27日） 
  http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/shinki/130927_seibutsuchikuseki.pdf 

構造不定物 

分解度試験 

低濃縮性 親物質 
• 親物質よ

り極性が
大きい
(HPLC) 

• 他の類似
物質の濃
縮性 

• QSAR予測 

濃縮度試験 

低濃縮性 

類推 

サポート 
エビデンス 



ケーススタディー2015-3 (日本)1 

• ＨＥＳＳ ＰＪの成果を基に、化審法の優先評価化学物質のリスク評価2で
の利用を想定した反復投与毒性のRead-across（2015-3）。 
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1 OECD Series on Testing and Assessment No.253: Case Study on the Use of an Integrated Approach to Testing and Assessment for 
Hepatotoxicity of Allyl Esters. (2016). 

2 厚生労働省, 経済産業省, 環境省 「化審法に基づく優先評価化学物質のリスク評価の基本的な考え方」（平成24年1月）
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/shinki/130927_seibutsuchikuseki.pdf 

仮説 （一部） 

サポートエビデンス 

反復投与毒性所見、実測代謝物、代謝速
度 等 

NOAEL (mmol/kg/d) 

.... 

0.25 (実測) 

0.10 (Read-across) 

0.10 (Read-across) 

0.10 (Read-across) 

0.10 (実測) .... 

GHS付加体の形成 

肝細胞変性/壊死 

GHSの枯渇 

活性酸素生成 
脂質過酸化 



ケーススタディー2016-3(ICAPO)1 

• SEURAT-1 PJ2の成果を基に開発された90日間反復投与毒性のRead-
Acrossのケーススタディー。低毒性を予測する。 
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1 OECD Series on Testing and Assessment No.273: Case Study on the Use of Integrated Approaches for Testing and Assessmen of 90-
Day Rat Oral Repeated-Dose Toxicity for Selected N-Alkanols: Read-across (2017). 

2 http://www.seurat-1.eu/ 

1-Pentanol 1000 (実測) 

1-Hexanol 1000 (Read-across） 

1-Heptanol 1000 (実測) 

1-Octanol 1000 (Read-across） 

1-Nonanol 1000 (Read-across） 

1-Decanol 1000 (Read-across） 

1-Undecanol 1000 (Read-across） 

1-Dodecanol 1000 (Read-across） 

1-Tridecanol 1000 (Read-across） 

NOAEL (mg/kg/d) 仮説 

非極性ナルコシスによる毒性。 

代謝産物に起因する毒性はなし。 

サポートエビデンス 

反復投与毒性所見で重篤な所見なし。 

8物質のTox Cast データ (700アッセイ、3315 
試験）で陽性となったのは2.7%。特異な生
物学的活性を示唆する結果は皆無。 

等 



ケーススタディー2016-5 (EU & BIAC)1 

• 種々なタイプの情報・手法を用いて安全性を評価するための手順  [安全
性評価ワークフロー] 
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1 OECD Series on Testing and Assessment No.275: Chemical Safety Assessment Workflow Based on Exposure Considerations and Non-
Animal Methods. (2017). 

課題 対象物質は、ボディローションの成分として安全に使用可能（2回/日）か？ 

既存情報による仮説の構築 

PBKモデル → 分布臓器/部位。In silico、HTS、HCT等 → MIE、毒性影響。 

仮説に基づくAOPの想定とKEに対応するin vitro試験の実施 

AOP①：肝・脂肪変性 (MIE：核内受容体結合) → 実施試験: トリグリセリド蓄積 
AOP②：肝・線維化 (MIE：蛋白質結合) → 実施試験: 星細胞活性 

体内動態予測の精緻化 

標的臓器における対象物質の濃度を暴露経路に基づき算出  
実施したin vitro試験の相当濃度の算出 （Virtual Cell Based Assay） 

総合評価 上記情報を統合し、ＰｏＤ、ＩＶＩＶＥ、不確実性等に基づき結論を導出 



４．in silico評価に用いることができ
るソフトウェアの例 

-HESS、OECDToolBox 
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有害性評価支援システム 
統合プラットフォーム（ＨＥＳＳ） 

• 化学物質の反復投与毒性をカテゴリーアプローチにより評価するための
支援システム。OECD QSAR Toolboxとの互換性有。 

• NEDO/経済産業省プロジェクトの開発品1 

• プロジェクトリーダー: 安評センター 林 真 名誉理事長 

• 実施機関： 富士通、NITE、国立衛研、東北大、ブルガス大、関西学院大 

• 公開前にECHAの評価者によるトライアルユースを経て改良。 

• 当機構のHPから無料でダウンロード可（2012-）。2018年3月に更新。
https://www.nite.go.jp/chem/qsar/hess.html 

• AOPに基づく反復投与毒性のカテゴリーアプローチを世界に先駆けて例
証。 
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1 経済産業省. 構造活性相関手法による有害性評価手法開発
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/kenkyu_kaihatsu/kouzou.html 



HESS 概要 
化学物質の反復投与毒性試験情報、代謝情報、毒性作用機序情報などを用
いて、未試験物質の反復投与毒性の評価を支援するためのシステム* 
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ターゲット 

物質 

類似物質 

Data gap 

AOPに基づく反復投与毒性のカテゴリー 

https://www.nite.go.jp/chem/qsar/hess.html  



OECD QSAR Toolbox 

• カテゴリーアプローチにより、未試験化学物質のデータギャップを補完す
ることを支援する無料のソフトウェア。2008年に公開。最新版はVer. 4.2 
(2018.2)。http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/oecd-
qsar-toolbox.htm 

• 所有者：OECDとECHAの共有。開発者：ブルガス大。OECD 加盟国により
管理されており、年1-2回の更新、数年毎のバージョンアップを継続して
実施。 

• 各国から提供された数多くのDBやグループ化のためのツールを搭載。当
機構からは、化審法既存化学物質の分解性・蓄積性のDB、HESSの反復
投与毒性のDB・ツールを提供。 

• 全世界に１万人以上の登録ユーザ。 
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QSAR Toolboxを用いた 
カテゴリー探索の例 
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プロファイラによってグループ化された物質の
試験データをデータベースから抽出 

グループメンバーにおける影響の類似性を確認 

影響が類似 影響が類似しない 

Read-acrossによる
データギャップ補完を

検討 

サブカテゴリー化の検
討など 

QSAR 

Toolbox に
は 65 種類
のプロファイ

ラがある 
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ご清聴ありがとうございました 


