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NITE講座2020 「化学物質に関するリスク評価とリスク管理の基礎知識」



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、実験動物等の毒性
知見（情報）を利用して行われます。GHSに基づいた有害
性分類を実施するための、毒性情報の種類とデータの信頼
性/質を概説すると共に、毒性データを評価する際の要点
について学びます。 （シラバスより）

化学物質管理の流れ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
GHS分類

適切な毒性情報の
収集/評価の必要性
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内容

• GHSによる有害性評価の必要性

• 適切な有害性情報

• データの質の評価

• 専門家判断と証拠の重みづけ（WOE）

• 健康有害性評価における考慮事項
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寺島友子（平成27年10月6日）
http://www.technohill.co.jp/wp/wp-content/uploads/risksemi1re.pdf 5



本邦における化学物質による健康被害（人数）

毎年200～300人

業務上疾病者数（休業4日以上）
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化学物質による健康被害

• 世界では、危険有害物質による死亡は毎年65万
人と推定（ILO, 2008）

一般家庭での被害やより短期間/軽度の被害を含まず

• 国がすべての有害化学品を把握し、それらを法
規制により管理することは不可能

世界にはCASベースで2.1億以上の化学物質が存在
（2018.12）

RTECSベースでは18.1万（2015.4）

日本の産業界での使用は約6～10万

行政管理されている物質はごく一部

• 国によって異なる有害性の定義（2003以前）
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• 「化学品の危険有害性の分類と表示に基づく
情報伝達の世界的統一システム」に関する国
連勧告

• 目的：消費者、労働者、輸送担当者、緊急時
対応者への危険有害性情報の伝達

• 対応項目：物理化学的危険性（17項目）、健
康有害性（10項目）、環境有害性（2項目）

• 対象物質：すべての化学品（医薬品、化粧品
等はラベル対象外）

• 実施者：化学品の製造業者や輸入業者
• 実施時期：2003年（本邦では2008年から）

国際連合
（改訂8版2019年）

GHS
(Globally Harmonized System of 

Classification and Labeling of Chemicals)
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GHS健康有害性10項目とラベル表示

1. 急性毒性

（低毒性の）
1. 急性毒性
2&3. 皮膚/眼刺激性
4. 皮膚感作性
8. 標的臓器毒性（単回）

4. 呼吸器感作性
5. 生殖細胞変異原性
6. 発がん性
7. 生殖毒性
8. 標的臓器毒性(単回)
9. 標的臓器毒性(反復)
10. 誤嚥有害性

2. 皮膚腐食性
3. 眼に対する

重篤な損傷性
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GHSによる有害性評価の必要性

• 国際的に統一された基準にしたがって化学
物質の有害性を分類することで、世界の
人々が化学物質の持つ有害性を認識し、安
全に取り扱うことに留意することにより、
健康被害を削減する。
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内容

• GHSによる有害性評価の必要性

• 適切な有害性情報

• データの質の評価

• 専門家判断と証拠の重みづけ（WOE）

• 健康有害性評価における考慮事項
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適切な有害性情報とは？

Dihydrogen Monoxide（DHMO）の健康有害性情報

液体のDHMOの誤嚥により急性呼吸不全を生ずる。

経口摂取により発汗、多尿、腹部膨満感、嘔気、嘔
吐、電解質異常、悪心、下痢、腹痛、頭痛を来す。
大量の場合、痙攣、意識障害等の中毒症状を生じ、
最悪の場合死に至る。

経皮曝露においても重度の熱傷の原因となり、また
固体のDHMOに長時間に触れても組織傷害を生ずる。

高濃度の気体DHMOの吸入曝露によっても組織傷害
を生ずる。

DHMOは有害な物質なので規制すべきか？
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適切な有害性情報とは？（つづき）

DHMO（Dihydrogen Monoxide, 一酸化二水

素）とは水（H2O）のこと。

事実を述べているものの、列挙した性質の説明

の仕方により情報の受け手の認識は誤った方向

に誘導される。

否定的かつ感情的な言葉による毒性や性質の説

明（有害性情報）は、そのものの実態を正確に

伝えない。

情報源の選択が重要である。
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GHS基準は各健康有害性の定義や分類基準に関するもの
で、毒性情報の種類やその入手先、利用するデータの質
の評価については言及されていない。
GHS分類実施者にとっては、情報収集方法やどの情報の
利用が適切なのか判断に迷う。本邦のGHS分類ガイダン
スでは利用可能な情報源のリストを挙げているが、デー
タの選択・評価については述べられていない。
健康有害性項目のGHS分類作業においては、利用しよう
とするデータにどのような問題点があり、どのデータに
重みを置くべきなのかの認識が重要となる。
すなわち、適切なデータの選択が適切な分類をもたらす。

適切な情報の収集・選択
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適切な有害性情報の入手

科学的基盤に立った信頼性のある情報か
情報の出典が記載されているか
相反知見も含む総合的な評価がなされているか
評価年あるいはデータ更新日の記載があるか
利用効率性は高いか
• 無料/有料か
• オンライン利用可能か
• 日本語/外国語（英語）か

無料オンライン利用可能な国際機関あるいは各国
政府関連機関作成の評価文書/データ集を推奨
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有害性情報を有効に活用するには

情報の正しい読み取り
• 論文/評価書の構成：要約、結果、考察、結論

• 情報源のどこにどのような情報が記載されているかの
認識

複数の情報源による精度確認
• 情報の相補的利用

目的（対象物質や有害性項目）に沿った情報ソー
スの構築

適切な情報利用による正しい認識
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安息香酸（食品添加物）の安全性

英国メディアが、Piper教授の酵母でのストレス応答に関
する研究を元にした主張から、安息香酸の安全性に懸念
があると2007年に広く報道。

安息香酸は果物に天然に存在し、アスコルビン酸と反応
してベンゼンを生じる可能性から取り沙汰。同教授は、
酵母のミトコンドリアDNAを安息香酸Naが傷つけるため、
パーキンソン病などの神経変成疾患や肝障害や老化がお
こると主張。

英国FSAは安息香酸Naの安全性は厳しく検査されており、
安全と主張。1999年発表の同論文は既に検討済みで、専
門家はこの知見がヒトでの安全性について意味があるの
かどうか疑問を呈しているとの見解。（→利用情報の妥
当性；後述）。
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的確で効率的なGHS分類のために

毒性学的知識とGHS分類基準の十分な理解

ヒトに対するハザード分類であることの認識

信頼性のある複数の評価書の精査

試験データの質の判断

“証拠の重み付け”には、適宜、原著確認や専
門家判断が必要
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データの質の評価

項目 内容

信頼性
（Reliability）

実施試験は標準的方法（TG）や GLPに基
づいているか（科学的に明確な証拠を十分
に提示しているか）

妥当性
（Relevance）

用いた試験法や得られたデータは、ヒトに
おける有害性評価への利用に妥当か

適切性
（Adequacy）

用いた試験法や得られたデータは、目的と
するハザード/リスク評価に利用可能か
（バリデートされた試験か）
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データの信頼性

データの信頼性とは科学的に明確な証拠の提示性のこと。
既存試験/研究の中には化学物質の特性（純度，物理化
学的性質など）の未考慮、適切な手法の未使用、重要項
目の未測定/未記録、少ない記述量、のものが存在。
TGに従った試験のデータは科学的に明確で、かつ、
GLP適合試験では客観的に試験の完全性が確保され、信
頼性は高い。Klimischらはデータの信頼性を区分1（制
限なしに信頼性あり）や区分2（制限付きの信頼性あ
り）などに分類。
GHS分類においては，信頼性区分1/2 のデータを利用
し、区分3/4 のデータはサポートデータとみなし、それ
単独では分類には利用しない。
TGに従ったGLP試験は信頼性区分1であり、当該試験を
対象毒性項目に対して利用する場合は、データの妥当性
や適切性も確保される。
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Klimischらの信頼性評価基準

信頼性スコア 内容

信頼性スコア1
Reliable without 

restriction
（信頼性あり）

有効性が確認された、または国際的に認められた
TG（GLPが望ましい）に従った試験。または試験
項目が特定のTGに基づく、あるいはTGに関連性
が強く同等のものに基づいた試験。

信頼性スコア2
Reliable with 
restrictions

（制限付信頼性あり）

試験項目は特定のTGと完全には一致していない
が、十分許容されるもの（ほとんどは非GLP）、
またはTGに含まれていないが十分な記述がなさ
れ、科学的に許容されるもの。

信頼性スコア3
Not reliable

（信頼性なし）

測定系と試験物質の間に問題がある、用いた試験
系への暴露が妥当ではない、許容できない方法に
基づく、記述が不十分など、専門家判断には説得
力のないもの。

信頼性スコア4
Not assignable

（評価できない）

十分な実験の記述のない短い要約または二次的文
献（本、レビュー等）にリストアップされている
だけのデータ。
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データの信頼性評価における留意事項

試験は標準的方法（TG/国際的に認知された方法）
に基づくものか

GLP試験か（データの質と完全性は保証されている
か）

利用した情報/データ/報告書における記載内容は十
分か

認められた知見は明確か

当該知見に基づく結論に問題はないか
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信頼性：実施した毒性試験に対するレベル

• 標準的方法に従ったGLP試験

• 標準的方法に従った非GLP試験

• 古い方法に従った非GLP試験や予備
的試験

• 研究目的の試験

信頼性

高

低

規制目的に使用する場合

25



データの妥当性

データの妥当性とは、ヒトにおける毒性を評
価する際の科学的な適切性のことである。
適切な動物種を用いているか、ヒトに関連し
た曝露経路か、試験用量や濃度は適切か、評
価項目に影響する重要測定項目は含まれてい
るか、などの考慮事項に基づき、妥当性を評
価する。
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データの妥当性評価における留意事項

• 試験計画/デザイン
溶媒/媒体、動物種、投与経路、用量/濃度、検討
パラメーター、などは適切か

• 用量反応関係
用量依存性はあるか

• 生物学的妥当性
統計学的有意差はあるか

• 試験系
何を用いているか（in vitro, 動物, ヒト）
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妥当性：試験系に対するレベル

• ヒトのデータ
– ランダム化比較試験(RCT), 症例報告

• 動物データ
– 霊長類、げっ歯類、イヌ、その他哺乳類、

非哺乳類

• In vitroデータ
– 哺乳類細胞、微生物、生化学的反応

• In silicoデータ（目的による）
– (Q)SAR, カテゴリーアプローチ, リードア

クロス

妥当性

高

低
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ヒトのデータにおける証拠の確度

• 複数のRCTからのメタ解析 （システ
マティック・レビューを含む）

• RCT（ランダム化比較試験）

• コホート研究

• 症例対照研究

• 症例報告（単一、複数）

証拠の
確度

高

低
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データの適切性

データの適切性とは、ハザード評価やリスク
評価のための情報の利用可能性のこと。
当該化学物質の分類においては、分類基準へ
の適合性を明確に判断可能かということ。
研究目的の試験、あるいは研究的な新規毒性
評価法は、当該手法の検出性（感受性/特異性
など）について検証がなされていない、得ら
れたデータの分類への利用法が明確でない、
などから、適切性が制限される（すなわち、
バリデートされた試験かどうか）。
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データの適切性評価における留意事項

• バリデート（検証）された試験法か

• 試験の強みと弱みは何か
感受性/特異性/適用範囲

• 証拠の強さ/重篤性はどの程度か

• 体内動態との関連性はあるか

• 他の知見や類似物質の知見による支持は
あるか

• 作用機序や作用様式の解明に役立つか
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適切性：試験結果に対するレベル

• 他の（複数の）試験で同様の知見が得
られている

• バリデートされた試験方法が用いられ
ている

• 結果は別の試験データによっても支持
されている

• 単独の試験結果のみ

適切性

高

低
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初期のGHS分類で認められた特徴的問題点

問題点 例

1) GHSの理解不足 ・分類基準との不整合
・ヒトにおけるリスク評価ではない

2) 情報収集不足 ・限定的情報源によるための重要情報
の欠落

3) 入手情報の評価
不足

・重要情報の抽出漏れ
・原著確認の未実施

4) 専門性の不足 ・データの質、影響の重要性、証拠の
重み付け（WOE）、作用様式
（MOA）等の未考慮
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内容

• GHSによる有害性評価の必要性

• 適切な有害性情報

• データの質の評価

• 専門家判断と証拠の重みづけ（WOE）

• 健康有害性評価における考慮事項
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GHS分類における専門家判断とは？

• 証拠の重み付け評価（WOE）では専門家判
断が必要

• 証拠に基づく科学的判断
– データの質（信頼性・妥当性・適切性）の評価

– キー（鍵）となる試験の特定

– ヒトにおける重要性/意義の評価
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証拠の重み付け（WOE）とは？

• WOEとは、陽性/陰性知見を含め、関連するすべての
入手可能な情報を考慮に入れて化学物質の毒性を総合
的に判断するレギュラトリーサイエンスにおける評価
手法である。

• 直接的な情報には潜在的なヒトへの影響を評価するた
めの、妥当なin vitro試験（場合によってはin silico評
価）や動物データ、ヒト知見などが含まれる。

• 情報/データの質（信頼性･妥当性･適切性）と一貫性が
考慮される。

ガイドライン、GLP、試験デザイン、用量作用関係、再現性/
類似物質での反応、生物学的妥当性、証拠の強さ、作用機序/
作用様式、試験物質の純度など

• 科学的根拠に基づき専門家判断によってなされる。
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WOEには何が必要か?

• どのような方法で科学的根拠に基づいた判断
がなされたかを記述し、明確に伝えること

信頼性/頑健性/透明性のある方法の選択

情報の選択理由

情報の質の基準

重み付けの手順

解釈の方法

科学的根拠と専門家判断の区分け
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専門家に求められる基本事項

• 関連する科学についての知識

• GHSとその分類基準の理解
– ハザードに基づく分類

• 最新の動向の認識
– 科学的進展、規制状況など

• 試験プロトコールへの精通

• 試験物質の特性認識

• 証拠の重みと強さに関する知識
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そのうえで、何が専門家に求められるか

専門家判断は勘と経験によるブラックボックスであって
はならず、信頼性確保には科学的基盤が必要である。そ
のために、専門家には次の事項が求められる：

判断の透明性の確保（客観性）

一貫性のある判断（専門家内/専門家間、経時的）

39



WOEの問題点

• 証拠の重み付けに関する基準の枠組みがない
毒性分野によっても異なる

• 透明性が低く、主観的になることがある

• 専門家の専門性と経験に依存する
⇒ 勘と経験による定性的評価に陥りやすい

⇒ どのように証拠/知見の重みを測り、どう重み付け
したかの詳細な説明がないWOEは、ブラックボックス
である

WOE

Black box?
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内容

• GHSによる有害性評価の必要性

• 適切な有害性情報

• データの質の評価

• 専門家判断と証拠の重みづけ（WOE）

• 健康有害性評価における考慮事項
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健康有害性データ評価における
専門家判断のポイント例
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データ評価に先立ち・・・・

• 対象物質の状態（固体、液体、気体）、溶
解性、蒸気圧、反応性を把握しておくこと
が重要。

• これらは、実施された試験のデザインの適
切性を評価する重要な項目となる。
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急性毒性
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吸入における暴露状態（蒸気 vs ミスト）

ATE値1.5 mg/Lは
蒸気では区分2、ミストでは区分4
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専門家による評価事例
物質（CAS） モリブデン(VI)トリオキシド（1313-27-5）
分類案 急毒(経口)：区分3：ラットLD50値125 

mg/kg より
専門家評価 区分に該当しない

DFGOT, 2002あるいはHSDBから125 
mg/kgを引用しているが、前者はNTP, 1997
の引用で、その原典はSAX, 1984。また、後
者はMerck, 1983の引用で毒性データ元とし
ての信頼性は高くない。一方、GESTISおよび
ChemIDplusでは、2690 mg/kgを収載。
GESTISには「125 mg/kgという値は、反復
投与の結果に基づくもので、 正しくない」と記載。

分類案の問題点 入手情報の評価不足
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専門家による評価事例
物質（CAS） 2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン

（108-77-0）
分類案 急毒（経口）：区分3
専門家評価 区分4

区分3とした根拠は208～1170 mg/kgの
最小値によるものと思われるが、この値は複数
の試験に基づき、LD50は208と1170 
mg/kgの間にあるとSIDSがまとめたもの。
SIDSはLD50値を約320 mg/kgと評価し
ており、認められたデータの多くは区分4。

分類案の問題点 入手情報の評価不足
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専門家による評価事例
物質（CAS） シアナジン（21725-46-2）
分類案 急毒（経口）：区分3
専門家評価 区分4

182 mg/kgから区分3としたWHO 2003の
原典はWalker 1974。食安委/農薬抄録に
ある300-2000 mg/kgは2006年の
GLP/TG試験。この知見（300で2/6例死
亡、2000で6/6例死亡）は、静岡薬大
1973からも支持される。

分類案の問題点 専門性の不足（データの重みの評価）
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専門家による評価事例

物質（CAS） ラサロシド（11054-70-9）
分類案 急毒（経口）：ラサロシドナトリウムのデータは

あるが、本物質のデータはなく分類できない。
専門家評価 区分3

溶解性や吸収性の相違が発現する可能性は
あるが、Na塩のデータからの換算値で評価可
能。

分類案の問題点 GHSの理解不足
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専門家による評価事例
物質（CAS） 2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン

（108-77-0）
分類案 急毒（吸入/粉塵）：区分1
専門家評価 区分2

区分1はLC50値0.025 mg/L 4hrによる。
データの出典はPATTY, 2012によるとPATTY, 
2001およびChiba-Geigy, personal 
communication, 1979で信頼性に疑問。
SIDS, 2004ではLC50値0.17 mg/Lと評
価。

分類案の問題点 入手情報の評価不足
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専門家による評価事例

物質（CAS） ブロモ（トリフルオロ）メタン（75-63-8）
分類案 急毒（吸入/ガス）：データ不足により分類

できない
専門家評価 区分に該当しない

生殖毒性ではラットへの50000 ppm/6h、
特定標的臓器（単回）ではマウスへの
80000 ppm/2hで死亡例なしと記載。

分類案の問題点 入手情報の評価不足
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刺激性
（皮膚および眼）
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GHSは、4時間適用で14日間観察の知見に基づく。
旧来のドレイズ法は、24時間適用で3日間観察が多
いため、回復性が不明で過剰評価となりやすい。
刺激性に関する動物データ評価の考慮事項は：

①使用動物種（ウサギはラットやマウスより
感度が高い）

②使用溶媒およびその吸収に与える影響
③適用時間
④皮膚への適用法（閉塞あるいは半閉塞）
⑤処理後の適用部位の洗浄の有無

OECDTGに従ったin vitro腐食性/刺激性試験を利
用する場合は、その評価基準に従う

皮膚腐食性/刺激性
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専門家による評価事例
物質（CAS） ジアセチル（431-03-8）
分類案 皮膚刺激性：24h適用の試験結果であり、

利用できず分類できない
専門家評価 区分2

動物知見からは「分類できない」も妥当と思わ
るが、SCOELにヒト知見として「バターフレー
バー蒸気に暴露したポップコーン製造所の作
業員に眼/皮膚/鼻腔刺激。ジアセチル濃度
は最高98 ppmのケースあり」とあり、ジアセチ
ル単独暴露ではないものの、皮膚刺激性をハ
ザードとすることは意味がある。

分類案の問題点 情報収集不足
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専門家による評価事例
物質（CAS） ジクロロテトラフルオロエタン（異性体混合

物）（1320-37-2）
分類案 皮膚刺激性：液体と直接接触は眼や皮膚に

刺激を引き起こし、凍傷を引き起こす可能性
があることから区分２とした。

専門家評価 データ不足で分類できない
液化ガスとの直接接触による刺激性は冷却作
用によるものであり、GHS区分2とするほどの影
響は生じない。

分類案の問題点 GHSの理解不足
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眼刺激性に関する動物データ評価の考慮事項は：
①適用容量
②適用方法
③処理後の適用部位の洗浄の有無
④適用後の観察期間
⑤眼の損傷評価法（フルオルセイン染色利用の

有無）
OECD TGに従ったin vitro腐食性試験を利用する
場合は、その評価基準に従う

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
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専門家による評価事例

物質（CAS） 2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノール（102-
81-8）

分類案 眼刺激性：0.1 mLよりも少ない投与量で腐
食性を示すため区分1と判断した。

専門家評価 区分2
区分1根拠の試験は1954年の報告で、24時
間適用。OECD TG405に準拠した2件の知
見に、より重みがあり、区分2とするのが妥当。

分類案の問題点 入手情報の評価不足
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呼吸器・皮膚感作性
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現在のところ呼吸器感作性を評価する適切な動
物試験や確立された臨床試験方法はない
• 気管支誘発試験など診断目的の試験は実施
• 気道刺激性と気道アレルギーの症状の分別

は極めて困難（データの有用性の判断は
ケースバイケースで専門家の判断に基づ
く）

呼吸器感作性
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皮膚感作性についての動物試験データの評価
の考慮事項は：

① 1 群当たりの動物数
②皮膚反応を示した動物数および頻度
③使用媒体
④誘発における皮膚刺激性の有無
⑤全身毒性兆候の有無
⑥用量反応性および統計学的有意性

（局所リンパ節試験の場合）
⑦陽性対照群の反応

皮膚感作性
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専門家による評価事例
物質（CAS） モリブデン(VI)トリオキシド（1313-27-5）
分類案 皮膚感作性：ステンレス製ステント留置患者

へのヒトパッチテストでの陽性、モルモットマキシミ
ゼーション試験での陽性から区分１。

専門家評価 分類できない
当該ステントはニッケル、クロム、モリブデンを含
有しており、本物質の評価には不適切。また、
マキシミゼーション試験陽性は五塩化モリブデン
の知見。DFGOTにおいても「本物質が感作性
を生ずる明確な証拠はない」と結論。

分類案の問題点 入手情報の評価不足
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生殖細胞変異原性
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生殖細胞、体細胞あるいはin vitroおよびin vivoの
複数の試験の組合わせによって総合的に評価
個々の試験結果は、陰性あるいは陽性にかかわらず、
その妥当性を検討
陰性データを評価する際には、以下を考慮：

①最高試験用量/濃度の適切性
②用いた試験系の感受性
③特にin vitro試験においては試験物質の揮発性
④in vitro特有の代謝の可能性
⑤in vivo試験における標的臓器曝露
⑥試験物質の化学的反応性（加水分解、求電子性、

警告構造の有無など）
⑦陽性および陰性対照における反応

生殖細胞変異原性
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陽性データならびに相反データは、個々の知見の重みに
関し、以下を考慮:
①in vitroとin vivo間の相反結果は、試験物質の

取り込み、代謝あるいは遺伝物質の構成の違いに
起因する可能性があり、通常、in vivo試験の結
果に重みを置く

②in vitro陽性、in vivo陰性の評価においては、標
的組織の曝露やin vitro特異的影響を考慮する

③DNA結合試験は、DNA損傷あるいは曝露の指
標であり、in vitro試験の陽性知見のないin vivo
のDNA付加体試験単独の陽性は、in vivoにお
ける遺伝毒性の重大な証拠とはみなさない

生殖細胞変異原性（つづき）
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④強い毒性や細胞毒性を示す用量や濃度において
のみ認められる陽性知見は、用量反応関係の有
無を考慮する

⑤同じ試験であっても、異なる試験機関や別の時期
に実施された場合には、矛盾する結果を示すこと
があり、データを総合評価する

⑥得られたデータの質を評価し、試験物質の純度、
試験デザイン、再現性、用量反応関係、生物学的
妥当性に注意を払う

生殖細胞変異原性（陽性/相反データ；つづき）
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専門家による評価事例
物質（CAS） P-ベンゾキノン（106-51-4）
分類案 生殖細胞変異原性：優性致死試験で陰性、

in vivo小核試験の弱陽性結果から、「区分
に該当しない」とした。

専門家評価 区分2
Ames試験はTA100での陽性及び陰性知見
に加え、TA102/WP2 uvrAの知見がなく、
判定できない。その他in vitroではhprt変異、
MN、DNA鎖切断試験で陽性。マウス小核試
験陽性知見には、骨髄と胎児肝細胞がある。
これらの陽性知見に基づき、区分2。

分類案の問題点 専門性の不足
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発がん性
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発がん性に関するデータ評価の考慮事項はGHS
文書に比較的詳しく記載されている。
ここでは，各国機関等による既存の発がん性分
類を利用する場合の考慮事項を挙げる。

①発がん性分類は、国際がん研究機
関(IARC), 米国産業衛生専門家会
議(ACGIH), 欧州委員会(EU CLP), 米国
環境保護局(EPA), 米国毒性試験計
画(NTP), ドイツの作業環境最大許容濃度
委員会(MAK)などいくつかの機関で実施

②一般的にIARCの分類を利用するが、必要
に応じ、最新の分類知見を利用

発がん性
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③いずれの機関においても分類されていない場
合、実施された試験を評価する。通常の約2 
年間のバイオアッセイ、短期あるいは中期発
がん性試験、遺伝子改変げっ歯類試験などが
あり、それらはハザードの特定、作用機構や
発がん性の強度に関し、それぞれ異なった情
報を与える。

発がん性（つづき）
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専門家による評価事例

物質（CAS） 2,3-キシレノール （526-75-0）
分類案 発がん性：ACGIHでの分類結果はあるが、

本物質での結果はなく、データ不足のため分
類できない。

専門家評価 区分2
本物質自身の知見がないことは重要だが、原
則として既存分類に基づくルールから区分2。

分類案の問題点 GHSの理解不足（本邦におけるルールの理
解不足）
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生殖毒性
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生殖毒性に関するデータ評価の考慮事項もGHS文書に比
較的詳しく記載されている。
ここでは、データの採否に関する考慮事項を挙げる。

①母体毒性の有無：母体毒性には、摂餌量や摂水量
の減少、ストレス、恒常性の障害、新生児の世話の
欠如、身体管理の低下、感染症罹患などがある。発
生毒性が母体を介した特異的な作用によるものか、
非特異的な二次的作用によるものかの判断は重要
である。まず胚胎児における悪影響を検討し、次に
母体毒性を評価すると同時に、これらの作用に影響
を与えた可能性のある他の要因を検討する。これら
は、証拠の重み付けに役立つ。

生殖毒性
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②投与経路：静脈内投与や腹腔内投与による試験
は、非現実的なほど高いレベルの試験物質に生
殖器官が曝露されるため、あるいは、生殖器官に
刺激などの局所障害を起こすために、注意深く解
釈し、それらの試験のみでは分類の基準にはならない。

③高用量で認められた所見：原則として、衰弱、強
度の食欲不振、高い死亡率を来すような極めて高
用量においてのみ認められた生殖に関する悪影
響は、ヒトが動物よりも感受性が高い可能性を示
唆する証拠がない限り、分類には結びつかない。
また、限度用量（1000 mg/kg）を超えた用量で認め
られた影響も、直接的には分類には結びつかない。

生殖毒性（つづき）
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専門家による評価事例
物質（CAS） シアノフェンホス（13067-93-1）
分類案 生殖毒性：区分1B：ラット混餌3世代生殖

毒性試験で、親動物毒性がみられない用量で
交尾率減少 (F3) 、受胎率減少 (F2及び
F3)、児の生存率減少がみられた。

専門家評価 区分2
交尾率/受胎率/児生存率の減少の評価にお
いてはその程度（重篤度および発現頻度）が
重要。「明確な証拠」といえるほどの情報がなけ
れば、「ある程度の証拠」として区分2とするのが
妥当。

分類案の問題点 専門性の不足
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特定標的臓器毒性
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特定標的臓器毒性に関するデータ評価の考慮事項も
GHS文書に記載されている。
ここでは、分類においてヒトに対する重要性を評価す
る際の考慮事項を挙げる。

①作用の強さ：観察された作用は、傷害を示すもの
かあるいは適応応答を示すものか、可逆的か不可
逆的か、より重篤な作用の前兆か、あるいは二次的
な毒性か、などである。いくつかの測定項目におけ
る変化の相互関係（例えば、臨床生化学検査値や
臓器重量と組織病理学的影響など）は、作用の本
質の評価に役立つ。

特定標的臓器毒性
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②類似試験の知見：他の曝露経路、曝露期間や動物
種における試験で、当該影響は認められているか

③生物学的有意性や「悪影響」に関する判断は専門
家によって異なる可能性がある。局所作用が化
学物質に関連した作用あるいは投与手技に起
因（例えば、強制経口投与試験における上部消
化管および肺の悪影響など）とみなすべきかど
うかは、専門家判断に基づく

特定標的臓器毒性（つづき）

77



④GHS分類のためのデータ評価は、無毒性量
（NOAEL）決定のための評価とは異なる。NOAEL
では、動物試験において毒性の現れない最低試験
用量を決定する。当該反応が「毒性」かそうでない
かが評価における重要事項であり、同様の試験が
実施されていた場合、反応の種類に関わらずより低
い用量が選択される。一方、GHS分類では、動物
試験における当該反応がヒトにおいて意義がある
か、重要とみなされるかどうかが重要事項となる。
同様の試験が実施されていた場合、当該反応が同
様に発現しているかどうかを評価する（②項参照）。

特定標的臓器毒性（つづき）
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専門家による評価事例

物質（CAS） m-フェニレンジアミン塩酸塩（541-69-5）
分類案 特定標的臓器（単回）：区分2（呼吸器、

腎臓）：ラット単回経口投与試験で、死亡例
(277 mg/kg以上、区分2相当) に肺のうっ血
と浮腫、腎臓の近位尿細管壊死と蚤白円柱、
小腸の壊死、鼻腔上皮の変性が認められた。

専門家評価 区分2（呼吸器、腎臓）は削除
死亡例の所見に基づく「呼吸器、腎臓」の採用
は適切ではない。

分類案の問題点 専門性の不足
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専門家による評価事例

物質（CAS） ジフェノコナゾール（119446-68-3）
分類案 特定標的臓器（単回）：区分３（気道刺

激性）：ラットの4時間単回吸入ばく露試験に
おいて、3.29 mg/L (区分2相当) で、立毛、
呼吸困難、湾曲姿勢、自発運動低下が認めら
れた。

専門家評価 区分３（気道刺激性）は削除
ラット吸入曝露試験での「呼吸困難」所見のみ
で気道刺激性とする必然性はない。

分類案の問題点 専門性の不足
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専門家による評価事例

物質（CAS） ジアセチル（431-03-8）
分類案 特定標的臓器（反復）：区分1 (呼吸器、

血液系)：区分1の範囲で呼吸器への影響、
血液学的パラメータの変化がみられた。

専門家評価 血液は削除
血液学的パラメータの変化は主要な影響では
なく、二次的/付随的なもの。

分類案の問題点 専門性の不足
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専門家による評価事例
物質（CAS） ピロリン酸第一スズ（15578-26-4）
分類案 特定標的臓器（反復）：区分2（血液

系）：ラット28日間混餌投与試験で、98 
mg/kg/day (90日換算で30 mg/kg/day、
区分2の範囲) 以上でヘモグロビン、ヘマトクリッ
ト値の減少がみられた 。

専門家評価 区分2（血液系）を削除
「ヘモグロビン、ヘマトクリット値の減少」のみによ
る血液系の採用は、そのその内容による。程度、
期間、発現動物数が不明なら、採用すべきで
はない。

分類案の問題点 専門性の不足
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専門家による評価事例
物質（CAS） ジフェノコナゾール（119446-68-3）
分類案 特定標的臓器（反復）：区分2（血液

系）：ラット90日間混餌投与試験において、
区分2の51～66 mg/kg/day以上の雄で
赤血球数、ヘモグロビン及びヘマトクリット減少
等がみらた。

専門家評価 区分2（血液系）を削除
「影響は、主に体重、肝臓及び眼（白内
障：イヌ）に認められた」としている。血液系へ
の影響（程度不明）は、1件のラット試験の
雄でのみ認められており、もう１件のラット試験、
マウスやイヌでは認められていない。

分類案の問題点 専門性の不足
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専門家による評価事例
物質（CAS） 酢酸ビニル （108-05-4）
分類案 特定標的臓器（反復）：区分1（心血管

系）：本物質にばく露された工場作業者で、
進行性心筋症、不整脈、心電図の振幅の減
少、心筋ジストロフィー、失神、胸痛、死にそうな
感覚がみられた 。

専門家評価 区分１（心血管系）を削除
PATTYの記述を確認したが、原典は1980年の
報告。曝露状況や対象者数などの詳細が不明
で、しかもACGIHやEURARでは引用されてい
ないことを考慮すると、採用すべきデータではない。

分類案の問題点 専門性の不足
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誤嚥有害性
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ヒトにおける明確なデータがある場合を除き、
誤嚥有害性の分類基準は動粘性率
（kinematic viscosity）に基づく。
情報源には、粘性率（dynamic viscosity）の
データがviscosityとして示されている場合が
あるので、注意を要する。
その場合、動粘性率は粘性率を密度で除して
求める。

誤嚥有害性

86



専門家関与のタイミング

収集情報源の策定

データ/情報の収集

収集データの整理

データの評価

GHS分類

ラベル/SDSの作成

専門家のレビュー

専門家のレビュー（必要に応
じ；体系的な情報収集，信頼性
のある複数の情報源の相補利用
が有用）
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適切な有害性情報に基づく評価を！
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 Safe Use of 
Chemicals 

Risk  
Management  

Systems 
(risk communication,  

exposure monitoring/control) 

Hazard Communication 
(GHS Labels and SDS) 

GHS Classification 
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【参考：微生物の分譲のご紹介】

Ames試験（復帰突然変異試験）に使う微生物を、NITEバイオテクノロジーセンターで

分譲しております。

分譲の対象となるAmes試験の供試菌株は以下URLをご覧ください。

https://www.nite.go.jp/nbrc/cultures/nbrc/use/ames.html

【微生物の分譲に関するご相談・お申し込み先】

〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8

独立行政法人製品評価技術基盤機構

バイオテクノロジーセンター(NBRC)

生物資源利用促進課(NBRC株担当)

TEL: 0438-20-5763

FAX: 0438-52-2329

E-mail: nbrc-order@nite.go.jp

【Ames試験の供試菌株（NBRC株）の入手方法】

https://www.nite.go.jp/nbrc/cultures/nbrc/order/gene.html


