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今回の講義の目的

収集した有害性評価データを適切に評価することはなかな
か大変です。例えば、遺伝毒性では多くの種類や数の試験
が実施され、相反する結果もよく認められます。このよう
な場合、証拠の重み付け（WoE）に基づく判断が必要とな
ります。本講義では、どのようにWoEを用いるか具体例を
含め解説します。
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本講義の内容

• 証拠の重み付け（WoE）とは

• 証拠の強さ（SoE）とは

• WoEとSoEの違いは

• WoEに必要なこと

• WoEの問題点

• 生殖細胞変異原性のGHS分類においてWoEを行
うための考慮事項

• 専門家によるWoEに基づく評価事例

• 専門家でなくともできること
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GHSのヒト健康影響におけるWoEの利用

• 急性毒性：ヒトの経験に基づいたデータは、証拠
の重み付けにより検討されなければならない。

• 刺激性：必要に応じて総合的な証拠の重み付けを
検討する。

• 感作性：証拠の重み付けにより分類の根拠となる。

• 生殖細胞変異原性/発がん性/生殖毒性/特定標的臓
器毒性：証拠の重み付けにおいて専門家の判断が
必要である。
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GHSにおけるWoEの定義

• 証拠の総合的な重み付けによる分類は、有効なin vitro試験、
関連する動物データ、疫学調査/臨床研究/症例報告等のヒト
知見など、毒性の決定に関する利用可能な情報をすべて考
慮することである。

• データの質および一貫性は重要である。作用部位/作用機序/
作用形態の研究結果と同様に、関連物質の評価も加える。
陽性/陰性両方の結果を組合せて証拠の重み付けを実施する。

• ２つの情報源から証拠が得られ、それが矛盾している場合
には、それらの証拠の質および信頼性を評価する。

• 暴露経路、作用機序情報および代謝研究は、ある影響がヒ
トに発現するかどうかの決定に有用である。
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ECHAにおけるWoEの定義

• WoEとは、いくつかの独立した情報源からの情報を組合せて、十分な証
拠を提供することで、以下の場合に役立つ：
(i)単一の情報証拠だけでは、要件を満たすのに十分ではない。例えば、

当該研究に明らかな欠陥がある。
(ii) 異なるまたは矛盾する結果がある。

• 利用可能な証拠に与える重みは、データの質、結果の一貫性、影響の性
質と重大性、情報の関連性などの要因によって異なる。WoEでは、科学
的判断が必要なため、適切で信頼性の高い文書の利用が不可欠である。
一般的に、提供情報が多いほど、証拠の重みが強くなる。種々の情報源
の堅牢性と信頼性を考慮に入れる。例えば、in vivoおよびin vitroの
データは、QSARまたは他の計算方法よりも決定において重要である。

• そのために利用可能なすべての情報源から情報を収集する：
発表論文/類似物質からの類推/(Q)SAR予測/既存の試験データ/in vitro
試験/疫学データ/ヒトの知見
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https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-animals/weight-of-evidence



WoEをまとめると、

• 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）と一貫性を
考慮する。

➢ 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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証拠の強さ（SoE）について

一方、GHS文書の発がん性では、

• 発がん性は、証拠の強さと追加検討事項（証拠の重み）
に基づき分類される。

• 証拠の強さには、ヒトや動物試験でみられた腫瘍の数お
よびその統計学的有意差レベルが関与する。追加検討事
項（証拠の重み）：発がん性の証拠の強さ以外にも、他
の多くの要因を考慮すべきである。
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ここで疑問：WoEとSoEの違いは？



ECHAによるSoEの説明

• 証拠の強さ（信頼水準*）は、個別の証拠や証拠の総合評
価で割り当てられる。すべての証拠を統合するWoEを実行
するには、透明性をもった信頼水準の評価が必要である。
信頼水準は通常、次のように表される：

– 高（強い）：ヒトでの一貫した証拠および一連の他の証拠（特に作
用様式/機序試験）に矛盾がない（重要なデータギャップがない）

– 中（中程度）：主要な事項に優れた証拠があるが、他の一連の証拠
を欠く（重要なデータギャップ）

– 低（弱い）：主要な事項での弱い証拠（深刻なデータギャップ）
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https://echa.europa.eu/documents/10162/17169198/wo_eu_uncertainty_background_en.docx/4f2b49a

b-ade0-6ee3-e977-8abe00c21c23

*ここでの“信頼”はconfidenceで、reliabilityではない。



EUにおけるWoE/SoEの説明

• 証拠の重み付け(WoE) の意味に科学的に一致した解釈はない。一
般的には、WoEは系統の異なる証拠の総合を意味する。

• WoEは証拠の強さ(SoE)と区別される。SoEは、統計的に有意な結
果を示した主要な研究の集合から得られる陽性の証拠の確度である。
これに対してWoEはすべての証拠の総合を求めるものである。すな
わち大小・強弱・新旧を問わず、ヒトの集団から細胞システムに至
る広範囲にわたる研究を対象とし、特にヒトと動物の両方の研究結
果を結びつける必要がある。

• 実験動物に対する発がん性の証拠の強さを、「十分な証拠」と「限
定的な証拠」について、CLPではIARC（ヒトへの発がん性を科学的
証拠の強さ(確かさ)で分類）に基づき定義している(GHSにも記載)。
– 十分な証拠：(a)2 種以上の動物に対して、または(b)1 種に対して異なった時点

/施設/方法により実施された2つ以上の独立した試験において、被験物質と悪性
新生物（または良性＋悪性）の発生率の増加との間に因果関係がある。

– 限定的な証拠：(a) 1 回の実験でのみの場合、(b)実験の適切性に問題がある場
合、(c) 発生率増加が良性新生物のみの場合、 (d) 一部の系統で高い自然発生頻
度示す新生物の増加の場合
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http://www.nihs.go.jp/edc/files/sota_edc_final_report_jpn.pdf



動物試験/ヒト知見の証拠の強さのレベル
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https://libguides.usc.edu/c.php?g=1102652&p=8039727



SoEをまとめると、

• 証拠の強さ（SoE）とは、陽性知見/証拠におけるヒト
や動物に対する影響の信頼水準*（確からしさ）である。

• 動物で明確な証拠が認められても、ヒトに対する外挿性
がなければ、強い証拠とはみなされない。

• SoEでは同一/類似の試験の反応性に基づきヒトに対す
る信頼水準を評価する。
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https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/guiding-principles-and-key-elements-for-

establishing-a-weight-of-evidence-for-chemical-assessment.pdf

• SoEは反応や影響の大きさ（種類/数/頻度/発現動物数/重篤性な
ど）ともいえる。

• WoEではSoEを考慮するが、SoEにおいてWoEは考慮されない。



WoEに必要なこと

• 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

➢データの収集方法および選択理由

➢データの質の評価基準

➢重み付けについての信頼性/頑健性/透明性のある
方法の選択

➢重み付けの手順

➢解釈の方法・基準

➢科学的根拠と専門家判断の区分け
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データの質の評価

項目 内容 評価例

信頼性
(Reliability)

実施試験は標準的方法（テストガイドラ
イン/国際的認知手法）や GLPに準拠して
いるか（科学的に明確な証拠を十分に提
示しているか）

TG/GLP試験>
研究的新規試
験

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

経口>腹腔内

適切性
(Adequacy)

用いた試験法や得られたデータは、目的
とする有害性/リスク評価に利用可能か

3ヵ月試験は
発がん性評価
には不適切
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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、のものが存在する。

• 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TG
に従ったGLP試験は最も信頼性の高い区分1と
している。

• TG/GLP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、総説等）にリストアップされているだけ
のデータ。
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テストガイドラインは追加更新される

• GHS 3.5章記載の OECD TG（2003年時点および最新更新年）
– OECD TG 471 細菌復帰突然変異試験 (2020)

– OECD TG 473 哺乳類細胞染色体異常試験 (2016)

– OECD TG 474 赤血球小核試験 (2016)

– OECD TG 475 骨髄染色体異常試験 (2016)

– OECD TG 476 細胞遺伝子突然変異試験（hprt, xprt) (2016)

– OECD TG 478 優性致死試験 (2016)

– OECD TG 483 精原細胞染色体異常試験 (2016)

– OECD TG 485 マウス経世代転座試験 (1986)

– OECD TG 486 肝不定期DNA合成試験 (1997)

• 最近の追加 OECD TG（GHSには未記載）
– OECD TG 487 in vitro小核試験 (2016)

– OECD TG 488 トランスジェニック齧歯類突然変異試験 (2020)

– OECD TG 489 アルカリコメットアッセイ (2016)

– OECD TG 490 細胞遺伝子突然変異試験（tk) (2016)
17



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、溶媒/媒体を用いているか、
ヒトに関連した暴露経路か、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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データの適切性

• データの適切性とは、有害性評価やリスク評価
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/適
用範囲）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(検証)された試験かどうか）。
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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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GHS分類における専門家判断において
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

– 有害性に基づく分類

• 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

• 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）
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生殖細胞変異原性において
WoEを行うための考慮事項
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Ames試験

In vitro染色体異常試験
骨髄小核試験



変異原性/遺伝毒性試験の重みの例
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Brusick et al (Critical Reviews in Toxicology, 46, S1, 56–74, 2016)



全般的考慮事項

• 個別のデータ評価に先立ち、対象物質の物理化学的特性
等を把握する。これは、試験デザインの適切性や結果の
妥当性評価に役立つ。
➢ 状態（固体/液体/気体）
➢ 溶解性
➢ 蒸気圧
➢ 反応性
➢ 分子量
➢ 化学構造（化学物質クラス）

• 入手可能なすべてのデータ（生殖細胞/体細胞、in vitro 
/in vivoの複数の試験の組合わせ）を総合的に評価する。

• 個々の試験結果は、陰性/陽性にかかわらず、その妥当性
を検討する。

• データギャップの有無を検討し、ギャップがある場合は
追加試験の検討が必要となり、ない場合は適切な結論/評
価を導く。 24



陰性結果の考慮事項
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• 最高用量/濃度の適切性（in vivo試験では毒性兆候の有
無、in vitro試験では細胞毒性レベル）

• 用いた試験系の感受性（例えば、MLA/TK＞HPRT）
• 試験物質の揮発性（特にin vitro試験での濃度の維持）
• in vitro特有の代謝の可能性
• 動物数/観察細胞数/処理時間/採取時間/毒性指標などの

適切性
• in vivo試験における標的臓器暴露
• 試験物質の化学的反応性（加水分解性/求電子性/警告構

造の有無など）

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-
safety-assessment



• in vitro哺乳類細胞試験の処理状況（培養液のpH/浸透圧
/沈殿物など）の妥当性

• in vitro試験の、細胞/菌株、試験最高濃度、細胞毒性評
価法、代謝活性化系などの妥当性

• 高（細胞）毒性状況下における反応の可能性

• 用量依存性の有無
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陽性結果の考慮事項



異なる試験間の相反結果の考慮事項

• 非哺乳類と哺乳類細胞試験においては、物質の取り込みと代謝、遺
伝物質の構成や修復能力の違いを考慮する。

• in vitroとin vivoにおいては、一般に、in vivo試験結果に重みをおく。

• in vitro陽性、in vivo陰性においては、標的臓器の暴露やin vitro特
異的影響を考慮する。

• 遺伝毒性試験（DNA結合、DNA損傷、DNA修復、SCEなど）と変異
原性試験においては、一般に、適切に実施された変異原性試験結果
に重みをおく。In vitro試験陽性知見のないin vivo DNA付加体試験
単独の陽性は暴露の指標とはなるが、in vivoにおける遺伝毒性の重
大な証拠とはみなさない。

• 試験系の感度と特異度は、物質のクラスによって異なる。評価対象
物質のクラスに対しては異なる試験系の評価が適切とされる場合、
より正確な反応を生ずることが知られている試験系の結果をより優
先する。

27



同一試験間の相反結果の考慮事項

• 異なる施設や時期に実施された同じ試験で結果が異なる
場合、専門家判断に基づき、総合的な結論を導く。

• 試験やデータの質は、試験デザイン、再現性、用量依存
性、生物学的妥当性を考慮して評価する。

• 試験物質の同一性と純度も考慮する。

• 標準的試験ガイドラインに基づいた試験の質は、ガイド
ライン非適用試験よりも高いと見なされる。

• GLPに準拠した試験は、同じ試験の非GLP試験より試験
の信頼性が高いとみなされる。

• 証拠の強さと重みの両方を考慮に入れる。最も強い証拠
は、国際的に確立された最新の試験ガイドラインに基づ
き適切に実施されたGLP試験によって得られる。
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専門家によるWoEに基づく評価事例

試験名略記

• 優性致死試験 ⇒ DL

• 細菌復帰突然変異試験 ⇒ Ames

• 染色体異常試験 ⇒ CA

• 小核試験 ⇒ MN

• 哺乳類細胞遺伝子突然変異試験 ⇒ MCGM

– マウスリンフォーマ試験 ⇒ MLA

• 不定期DNA合成試験 ⇒ UDS

• 姉妹染色分体交換試験 ⇒ SCE

• トランスジェニック齧歯類遺伝子突然変異試験 ⇒ TGR

• コメットアッセイ ⇒ コメット
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物質（CAS） 4,6-ジニトロ-o-クレゾール（534-52-1）

分類案 マウスのDL/減数分裂及びF1胎仔染色体異
常で陽性、in vitroでは、Ames及びCAで陰
性/陽性より区分1B (CLP: Muta 2)。

専門家評価 生殖細胞試験での陽性は、本物質を50%含
むKrezonit Eという農薬の知見。In vivo 
CA/MN/肝UDSは陰性で、生体での染色体
/DNA損傷性は否定。生殖細胞陽性は疑問。
Ames陽性は細菌特異的か？（ニトロ還元
酵素欠損株で減弱）。評価にはMCGM/
MLAあるいはin vivo遺伝子突然変異の知
見が必要。データ不足で分類できない。

分類案の問題点 対象物質の精査不足/一貫性の認識不足
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例１



物質（CAS） ペンタクロロフェノール（87-86-5）

分類案 暴露作業員の末梢血リンパ球CAで陽性/陰性、ラット
肝細胞のSCE及びマウススポット試験で陽性、in vitro
ではAmesで陰性（一部陽性）、CA及びSCEで陽性
（ヒトリンパ球ではCAで陽性/陰性、SCEで陰性）。ヒ

ト粘膜細胞等のDNA損傷試験で陽性/陰性より、区
分2。

専門家評価 「マウススポット試験陽性」は陰性で、しかも正しくは「マウ
ス肝臓TGR陰性」。IARC記載「マウススポット試験」は
間違い。In vivo MN陰性で生体での染色体損傷性
は否定される。作業員のCA陽性知見は、確定的では
ない。Ames陰性、in vivo MNおよび肝TGR陰性から、
区分に該当しない。

分類案の問題点 評価書の読み込み/精査不足
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例２



物質（CAS） ジラム（137-30-4）

分類案 マウスの生殖細胞CAおよび骨髄MNで陽性、骨髄CA
及びSCEで陰性、in vitroでは、Amesで陽性/陰性、
MLAおよびCAで陽性、MCGM及びSCEで陰性、暴露
作業員の末梢血でのCA増加より、区分1B。

専門家評価 「マウスの生殖細胞CAおよび骨髄MNで陽性」は
Cuman L (27% ziram)の知見。IARCは2つのマウ
スDLで弱陽性としているが、MAKはこれらを適切な試
験とみなしていない。さらにMAKではin vitro CA陽性
は細胞毒性に関連し、作業員のCAの増加は遺伝毒性
の証拠とはみなせず、ジラムは非遺伝毒性としている。
Ames陽性だがMCGM陰性、MLA陽性は細胞毒性
関連染色体損傷の可能性がある。これらの知見から、
区分に該当しない。

分類案の問題点 評価書の読み込み不足/対象物質の精査不足
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物質（CAS） アルドリン（309-00-2）

分類案 マウスのDL及びMNで陰性、マウス及びラットの
CAで陽性、in vitroでのAmes陰性、CA陽
性より、区分2。

専門家評価 「マウス及びラットのCAで陽性」としているが、
IARCは、この弱陽性知見は方法の詳細が不
明としており、適切に評価できない。食安委で
は、ディルドリン同様アルドリンについても「生体
にとって問題となる遺伝毒性はない」と結論して
おり（アルドリンは代謝されてディルドリンにな
る）、区分に該当しない。

分類案の問題点 評価書の読み込み/相補的利用不足
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物質（CAS） マラチオン（121-75-5）

分類案 マウスのDLで陰性及びMNで陽性/陰性、げっ歯類CA
で陽性/陰性、ラットコメット及びマウスSCEで陽性、in 
vitroでは、Amesで陰性、CA/MN/MCGM/SCEで陽
性/陰性、ヒトリンパ球CA及びSCEで陽性より、区分2。

専門家評価 原体、製剤を含め膨大なデータがあり、しかも相反して
いる。IARCはマラチオンには遺伝毒性の強い証拠があ
るとする一方、食安委、JMPR, Canada, EPAなどは
不純物のない/少ないマラチオン原体には生体における
遺伝毒性はないとしている。おおまかにいえば、IARCは
公開論文に基づき製剤等の知見から、一方、食安委な
どの規制関連機関は企業提出の非公開報告書の知
見から結論を出している。GLP/TGに基づき試験が実施
され、純度等が明らかな原体の知見に重みがあり、区分
に該当しない。

分類案の問題点 GLP/TG試験の重みへの考慮不足

34

例５



物質（CAS） チメロサール（54-64-8）

分類案 腹腔内投与によるマウスMN/CAでそれぞれ陽
性/陰性、精母細胞CAで陰性、in vitroでは、
Amesで陰性、ヒトリンパ球CA及びMCGMで
あいまいな結果より、区分2。

専門家評価 NTPではチメロサールの染色体損傷作用をマ
ウス骨髄と精母細胞で評価した結果、複数の
試験施設の１つで小核試験において弱い陽
性反応を示したが、他の機関では陰性であっ
たことから、チメロサールは染色体損傷物質で
はないとしている。区分に該当しない。

分類案の問題点 評価書の読み込み不足
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物質（CAS） 炭化けい素（409-21-2）

分類案 In vivoデータなし。In vitroでは、本物質抽
出物のAmesで陰性、炭化けい素ウィスカー
のDNA鎖切断試験およびCAで陽性。また、
炭化けい素繊維（詳細不明）のCA及びMN
で陽性より、区分2。

専門家評価 培養細胞でのin vitro陽性はその形状（ウィ
スカー）が関与し、in vivoでの確認が必要で、
データ不足で分類できない。

分類案の問題点 In vitro染色体損傷性のみから分類すること
の妥当性の認識不足
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物質（CAS） ホスメット（732-11-6）

分類案 マウスMN（経口/腹腔内）で陰性、ラット肝UDS（経
口）で陰性、マウスCA（経口）で陽性、マウスコメット
（肝臓及び腎臓、腹腔内）で陰性、in vitroでは、
Amesで陽性/陰性、CAで陽性/陰性、SCEで陽性、
MCGMで陽性、形質転換試験で陰性より、区分2。

専門家評価 「マウスCA（経口）で陽性」について、RACは「染色体
異常の増加に用量依存性はなく、この試験は適切とは
みなされない」とし、結論として「ホスメットはin vitroでは
変異原性を示すが、in vivoではそうではなく、変異原
性区分は必要ではない」としている。また、食安委では
「生体にとって問題となる遺伝毒性は認められなかった」
と結論しており、区分に該当しない。

分類案の問題点 評価書の読み込み不足
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物質（CAS） エンドスルファン（115-29-7）

分類案 ラットCA（精原細胞及び骨髄、吸入）で陰性、マウス
CA（精原細胞、経口）で60日後に陽性、マウス/ハム
スターのCAで陽性、マウスMN（経口）で陰性、ラット
MN（経口）/マウスMN（腹腔内）で陽性、マウス
DLで陰性、in vitroでは、Amesで陽性/陰性、CAで
陰性、SCEで陽性/陰性、MNで陽性。マウス精原細胞
CA陽性より、区分1B。

専門家評価 「マウス精原細胞CA陽性」は経口投与60日後の知見
でその妥当性が疑問なこと、ラットCA（精原細胞、吸
入）およびマウスDLでの陰性から、生殖細胞への懸念
はない。齧歯類でのMN/CA陽性から区分2。

分類案の問題点 専門性の不足（WoEの未考慮）
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物質（CAS） アラクロール（15972-60-8）

分類案 ラット/マウスのMN、ラット肝CA及びラット鼻部細胞コメッ
トで陰性、ラット肝UDSで陽性/陰性、in vitroでは、
Ames及びMCGMで陰性、CAで陽性、DNA付加体
形成及びDNA一本鎖切断で陽性より、区分2。

専門家評価 ラット肝UDSの陽性は再現性が示されておらず、in 
vitroでのDNA付加体とDNA鎖切断の陽性知見は、
生体での遺伝毒性を示唆するものではない。in vitroで
の染色体損傷性は明確だが、in vivoでは否定されて
いる。食安委では「生体において問題となる遺伝毒性は
ない」としており、区分に該当しない。

分類案の問題点 評価書の読み込み不足
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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/読み込み不足
・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）、作用機序/様式等
の未考慮
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専門家でなくともできること

• 十分な情報/データの収集

• データの質（特に信頼性）の確認

• 評価書記載内容の十分な確認

–要約や試験結果一覧表のみに頼らず、説明/
評価/考察部分を精読する

• 複数の評価書の相補的利用

–評価書は作成年代や目的が異なる
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