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化学物質審議会各部会の活動状況について 

 
平成２４年９月１１日 

審査部会 
 
１． 審議事項 

（１）審査部会 

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の規定に基づき、第１種

／第２種特定化学物質／監視化学物質／優先評価化学物質の指定、判定、新

規化学物質の判定を行う。 

 

（２） 審査部会 GLP 小委員会 

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における化学物質の判定

に資するため、新規化学物質の審査等に必要な各種試験成績の信頼性を確保

するための優良試験施設（ＧＬＰ）の基準の制定、適合確認等について審議を行

う。 

 

２． 活動状況 

平成２３年度は、審査部会が１０回、ＧＬＰ小委員会が４回（うち、書面審議３回）

開催された。 

 

（１） 審査部会 

平成１５年４月１８日開催の第２３回審査部会から、厚生労働省薬事·食品衛

生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会及び環境省中央

環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会との３省合同会合として開催

している。 

 

①新規化学物質の届出・審査 

平成２３年に届出のあった新規化学物質６８４件（同一物質の届出を含む）。 

このうち旧判定基準に基づき判定されたもの（１月～３月届出分）が１９３件

（同一物質の届出を含む）、第２種監視化学物質の判定をしたものは６件、第３

種監視化学物質の判定をしたものは１件、白物質（二監、三監でない）相当は７

３件（同一物質の届出を含む）。 
 
改正後の判定基準（平成２４年４月２２日付）に基づき判定されたものが４９４

件（同一物質の届出を含む）、このうち法第四条第一項第二号から第五号の判

定をしたものは２６９件（同一物質の届出を含む）。また、低生産量の特例申請の

確認を行ったものが３４２件であった。 

 

②少量新規化学物質の確認 

平成２３年度に申出のあった少量新規化学物質は、２８，５２０件であった。こ

参考資料２
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のうち確認をしたものは、２７，８８４件であった。 

 

③既存点検 

平成２３年度には、既存化学物質１物質について安全性を審議した。その結

果、当該物質は高濃縮であるとの判定を受け、監視化学物質として指定された。 

 

平成２４年度には、既存化学物質４２物質について安全性を審議した。その結

果、２６物質は難分解、７物質は良分解、５物質は難分解であり高濃縮性ではな

い、４物質は高濃縮性ではないと判定された。 

 

④優先評価化学物質の審査 

平成２２年度に優先評価化学物質相当の判定を行ったものは、８８物質（うち

１物質取消し）、平成２３年度に判定を行ったものは８物質。平成２３年度に優先

評価化学物質として指定されたものは、合計９５物質であった。 

 

（２）ＧＬＰ小委員会 

平成２３年度においては、分解性・蓄積性についてのＧＬＰ適合施設として確

認時期の到来した３施設の査察を実施し、ＧＬＰ基準に適合している旨の確認を

行った。その結果、現在９施設がＧＬＰ適合施設として確認されている。（参考） 

 

 

３． 今後の予定 

（１） 審査部会 

  毎年１０回の開催を予定している。 

 

（２） GLP 小委員会 

  毎年３回程度の開催を予定している。 

  

 

４． 審議経緯 

（１） 審査部会 

平成２３年度：４月２２日、５月２７日、６月２４日、７月２２日、９月１６日、１０月

２８日、１１月２５日、１２月１６日、１月２７日、３月２３日 

平成２４年度：４月２７日、５月２５日、６月２２日、７月２７日 

 

（２） GLP 小委員会 

平成２３年度：７月１９日※ （書面審議）、１０月２８日、１１月２４日※（書面審

議）、２月９日※（書面審議） 

平成２４年度：未開催  

※審議資料送付日 
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５．委員名簿（平成 24 年 9 月現在） 

（１）審査部会 

部会長  林  真  ・・・・・・・公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター理事長 

内田 直行     日本大学教授 

大嶋 雄治・・・・・・・九州大学農学研究院資源生物科学部門教授 

北野 大 ・・・・・・・・明治大学教授 

竹下 達也・・・・・・・和歌山県立医科大学教授 

小林 剛 ・・・・・・・・横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授 

竹内 和彦・・・・・・・独立行政法人産業技術総合研究所環境化学技術研究部門総括研究員 

田中 明人・・・・・・・兵庫医療大学薬学部教授 

吉田 緑 ・・・・・・・・国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター病理部室長 

 

（２） GLP 小委員会 

小委員長 内田 直行・・・・・・・日本大学教授 

大嶋 雄治・・・・・・・九州大学農学研究院資源生物科学部門教授 

亀屋 隆志・・・・・・・横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授 

田中 明人・・・・・・・兵庫医療大学薬学部教授 
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（参考） 

化審法ＧＬＰ施設一覧 

（主務局長が経済産業省製造産業局長である試験施設） 

確認番号 試験施設の名称 試験施設の所在地 ＊試験項目 備考 

００１ 
一般財団法人化学物質評価研究機構 

久留米事業所 
福岡県久留米市宮ノ陣三丁目２番７号 分，蓄，Ｐ  

００４ 
三菱化学メディエンス株式会社 

創薬支援事業本部環境リスク評価センター 
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１０００番地 分，蓄, Ｐ  

００５ 
富士フイルム株式会社ＣＳＲ推進部 

環境・品質マネジメント部安全評価センター 
神奈川県南足柄市中沼２１０番地 分，蓄，Ｐ  

０１０ 保土谷コントラクトラボ株式会社 茨城県つくば市御幸が丘４５番地 分，蓄，Ｐ  

０１５ 広栄テクノ株式会社   大阪府大阪市城東区放出西二丁目１２番１３号 分     Ｐ  

０１６ 三菱瓦斯化学株式会社  新潟研究所 新潟県新潟市太夫浜字新割１８２番地  分  

０２５ 株式会社エコトキシコロジー研究所 埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目２８番地の１ 分，蓄，P  

０２６ 株式会社日曹分析センター 小田原事業所 神奈川県小田原市高田３４５番地 分，蓄，Ｐ  

０２８ 株式会社クレハ分析センター 福島県いわき市錦町落合１６番地 分，蓄，Ｐ  

（平成２３年７月３１日現在） 

 ＊試験項目 分：微生物等による化学物質の分解度試験                 

             蓄：魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験           

             Ｐ：１－オクタノールと水との間の化学物質の分配係数試験 
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安全対策部会 
 

１． 審議事項 

（１）安全対策部会 

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の規定に基づき、第１種

／第２種特定化学物質使用製品の政令指定、第１種特定化学物質の使用用途

の政令指定、第２種特定化学物質の製造・輸入制限の必要性の認定、監視化

学物質、優先評価化学物質の有害性調査の指示に関する審議を行う。 

 

（２）安全対策部会 安全対策小委員会 

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における規制対象物質の

管理状況を審議。 

 

（３）安全対策部会 評価手法検討小委員会 

平成２１年度に改正化審法が成立し、平成２３年４月からすべての化学物質を

対象に行政が２段階の評価（スクリーニング評価、リスク評価）を経て、規制対象

物質を絞り込むこととしているところ。これら評価の具体的手法の検討を行う。 

 

２． 活動状況 

（１）安全対策部会 

これまでに５回（うち１回は書面審議）開催し、第１種特定化学物質／第２種特

定化学物質使用製品の政令指定、第１種特定化学物質の使用用途の政令指定、

監視化学物質の有害性調査の指示に関して審議した。平成２２年９月３日に行

われた本部会においては、1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン（HBCD）につ

いて、高次捕食動物の長期毒性に関する有害性調査を指示することが適当であ

るとの結論が得られた。 

 

（２）安全対策小委員会 

これまでに８回（うち２回は書面審議）開催し、化審法規制対象物質の管理状

況について審議。特定化学物質及び監視化学物質について運用の状況等を報

告し、環境省が実施した化学物質実態調査の結果をもとに当該物質における環

境残留の現況等を踏まえ、現状の管理状況で問題なく、引き続き化審法に基づ

く管理（監視）を続けることで了承された。 

 

（３）評価手法検討小委員会 

平成２２年８月に本委員会を設置し、これまでに５回開催したところ、スクリー

ニング評価（優先的に安全性の評価を行う物質を絞り込む）及びリスク評価（規

制の必要がある化学物質を、詳細なデータを用いて抽出する。）の具体的手法

について審議した。スクリーニング評価については、平成２３年１月に、パブリッ

クコメントを経て、とりまとめを行った。リスク評価の具体的手法については、平

成２４年２月にパブリックコメントを経て、とりまとめを行った。 
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３． 今後の予定 

（１）安全対策部会 

1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン（HBCD）について、平成２４年３月に

実施した有害性調査結果の報告を踏まえ、今後審査部会で第１種特定化学物

質相当と判定された場合には、その管理のための所要の措置について審議する

ため開催する予定。その他、第１種／第２種特定化学物質使用製品の政令指定、

第１種特定化学物質の使用用途の政令指定等の必要性に応じ、適時に開催を

検討する。 

 

（２）安全対策部会 安全対策小委員会 

優先評価化学物質のリスク評価案がまとまった段階で開催する。なお、開催

の前に「リスク評価小委員会」と名称変更を行う予定。 

 

（３）安全対策部会 評価手法検討小委員会 

優先評価化学物質を対象に実施するリスク評価の具体的手法の検討のため、

今後も必要に応じて開催。 

 

４．審議経緯 

（１）安全対策部会 

  平成２３年度及び平成２４年度は開催なし。 

 

（２）安全対策部会 安全対策小委員会 

平成２３年度及び平成２４年度は開催なし。 

 

（３）安全対策部会 評価手法検討小委員会 

開催日 審議内容 

平成２２年９月３日 

(第１回) 

(1) 改正化審法における化学物質のスクリーニング・リスク

評価手法の検討について 

(2) スクリーニング評価の具体的な手法及び論点について

平成２２年１０月８日 

(第２回) 

(1) 前回審議での指摘事項について 

(2) スクリーニング評価手法のまとめ 

平成２３年６月１０日 

(第３回) 

(1) スクリーニング評価手法に対する意見募集の結果につ

いて（報告） 

(2) リスク評価の基本的な考え方及び手順フローについて

（審議） 

(3) 化審法の評価に用いる性状データの信頼性評価等 

平成２３年７月２２日 

(第４回) 

(1) リスク評価手法について（審議） 

(2) 化審法の評価に用いる性状データの信頼性評価等 
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平成２３年９月１５日 

(第５回) 

(1) リスク評価手法について（審議） 

 

 
５．委員名簿（２３年度以降 開催実績があるもののみ） 

 

（３）安全対策部会 評価手法検討小委員会（平成２３年９月現在） 

委員長  中西 準子・・独立行政法人産業技術総合研究所 フェロー 

有田 芳子・・主婦連合会環境部長 

大前 和幸・・慶應義塾大学医学部教授 

亀屋 隆志・・横浜国立大学大学院環境情報研究員准教授 

北野 大・・・ 明治大学大学院理工学部理工学研究科新領域創造専攻教授 

庄野 文章・・社団法人日本化学工業協会常務 

鈴木 恵子・・日本化学エネルギー産業労働組合連合会政策委員会委員 

恒見 清考・・独立行政法人産業技術総合研究所安全科学研究部門物質循環排出・解析グループ 研究グループ長 

原田 房枝・・日本石鹸洗剤工業会環境安全専門委員会委員 

林  真・・・・・独立行政法人製品評価技術基盤機構 技術専門職員 

安井 至・・・・独立行政法人製品評価技術基盤機構 理事長 

吉田 喜久雄・・独立行政法人産業技術総合研究所安全科学研究部門主幹研究員 
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管理部会 
 
１． 審議事項 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律（化管法）」第２条第２項に規定する第一種指定化学物質及び同第３項に規定す

る第二種指定化学物質の指定の見直しについて審議を行う。 

 

２． 活動状況 

平成２０年６月以降開催なし。 

 

３． 今後の予定 

第一種、第二種指定化学物質の指定の見直し等の必要性に応じ、適時に開催

を検討する。 
 
管理部会・審査部会 安全評価管理小委員会 
 

１．審議事項 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律」及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における対象物質

の指定及び判定に資するため、リスク評価の前提となる有害性評価書等につい

て審議を行う。 

 

２．活動状況 

平成２０年３月以降開催なし。 

 

３．今後の予定 

必要性に応じ、適時に開催を検討する。 
 


