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事務局（環境省）

定刻となりましたので、ただいまから平成１７年度第９回薬事・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、化学物質審議会第５１回
審査部会及び第５３回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査⼩委員会の合
同審議会を開催したいと思います。

本⽇は、いずれの審議会も開催に必要な定⾜数を満たしておりまして、それぞ
れの審議会は成⽴していることを御報告いたします。

また、各審議会から本⽇の会合への具体的伝達⼿続はそれぞれの省により異な
りますが、化審法第４１条に基づく新規化学物質の判定に関する諮問が⼤⾂よ
りなされている審議会もございますので、よろしくお願いいたします。

なお、本審議会は、既存化学物質の審議と新規化学物質の審議を分けて実施す
ることといたしておりまして、本⽇は午後１時から３時までを第⼀部というこ
とで既存化学物質の審議を公開で⾏わせていただきます。その後、休憩をはさ
みまして、第⼆部ということで新規化学物質等の審議を⾏いますので、よろし
くお願いいたします。

本⽇の全体の議事進⾏につきましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質
審査⼩委員会の中杉委員⻑にお願いしたいと思っております。

まず、審議に⼊ります前に、お⼿元にお配りした資料の確認をさせていただき
ます。

配付資料、議事次第の１枚紙に続きまして、資料１１「前回既存化学物質点
検（分解性・蓄積性）結果」、資料１２１としまして「前回難分解性・⾼濃
縮性判定済みの既存化学物質の毒性評価結果」、資料１２２としまして「前
回第⼀種特定化学物質へ該当するか否かの審議審査シート」、資料１２３と
しまして「有害性情報調査報告書（２（２Ｈ１，２，３ベンゾトリアゾー
ル２イル）４，６ジｔｅｒｔブチルフェノール） 」、資料１３と
しまして「前回既存化学物質審査シート」の⼈健康影響及び⽣態影響に関する
もの、資料１４としまして前回の議事録でございます。

続きまして資料２１としまして、今回御審議いただきます「既存化学物質審
査シート」の⼈健康影響及び⽣態影響に関するもの、資料２２としまして
「既存化学物質の⼈健康影響に関する情報」、資料２３としまして「既存化
学物質の⽣態影響に関する情報」でございます。

あと参考資料としまして委員名簿等を付けさせていただいております。

資料の過不⾜等がございましたら、事務局までお申し出ください。
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よろしいでしょうか。

それでは、議事進⾏を中杉委員⻑にお願いいたします。

中杉委員⻑

それでは、よろしくお願いいたします。

新年に⼊りまして⼤分時間はたちましたけれども、初めてでございますので、
あけましておめでとうございます。今年度もどうぞよろしくお願い申し上げま
す。

それでは早速ですが議題の⽅に⼊りたいと思います。１番⽬として「前回の審
議結果のの確認」でございます。事務局から御説明をお願いいたします。

事務局（環境省）

前回の結果につきましては、資料１１〜資料１４に整理させていただいてお
ります。このうち、資料１２１〜１２３につきまして若⼲御説明いたし
ます。

前回御審議いただきまして、第⼀種特定化学物質に相当するのではないかとい
う物質が１物質ございましたけれども、この物質に関しまして、本⽇午前中に
厚⽣労働省、環境省それぞれの審議会において検討がなされまして、第⼀種特
定化学物質相当であるという結論をいただいているところでございますので、
御報告いたします。

その他のものも含めまして、資料１１〜１４まで、内部の⼿続が終了次第、
各省のホームページ上で公開させていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

中杉委員⻑

ということでございますが、よろしいでしょうか。

それでは、次に議題の２の「⼈健康影響及び⽣態影響について」ということ
で、１つずつ物質について審議を進めていきたいと思います。⼀番最初の物質
については、井上先⽣に担当をお願いいたします。

井上座⻑

それでは、官報公⽰整理番号で４５８１、お願いいたします。

事務局（厚労省）

御説明申し上げます。１ページでございます。

この物質につきましては、１枚めくっていただいて３ページの備考欄に記載し
ておりますが、前回の３省合同審議会、１１⽉１８⽇の会議で保留になった物
質でございます。そのときの事務局案といたしましては、「Ａｍｅｓ試験陰
性、染⾊体異常試験は軽微な陽性であるも、ＮＯＥＬ６７ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ
未満であることから第⼆種監視化学物質相当」としておりましたが、６７ｍｇ
／ｋｇ／ｄａｙ未満、ＮＯＥＬ２５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙより⾼い値での未満で
あり、それだけの情報で第⼆種監視化学物質相当と判定できるのかどうかとい
う御議論をいただき、保留にしておりました。今回、追加の毒性情報の収集等
を再度⾏いましたが、追加の結果も得られておりません。

今回の事務局案といたしましては、２ページに戻りますが、⼈健康影響判定根
拠に記載しておりますとおり、「Ａｍｅｓ試験陰性、染⾊体異常試験は軽微な
陽性、ＮＯＥＬ６７ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ未満であり、」としておりますが、ち
ょっと修⽂させていただきます。「であるが、特に毒性学的に重要な変化がみ
とめられないことから、現時点では第⼆種監視化学物質相当ではない。」とい
う事務局案にしております。

以上、よろしくお願いいたします。

井上座⻑
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今の御説明にありましたように、６７ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ未満であるが、第⼆
種監視化学物質相当ではない、こういう修⽂でございます。いかがでしょう
か。よろしゅうございますか。

特にコメントがないようでしたら、そのようにさせていただきます。

事務局（厚労省）

続きまして４ページ⽬でございます。３２６９４でございます。この物質に
つきましても、次のページの備考欄に記載しておりますとおり、前回保留にな
っております。保留になった内容といたしましては、神経⾏動毒性を判定の根
拠にも記載していたところですが、現時点の情報だけでは神経⾏動毒性がみら
れているとまでは⾔えないので、再度情報収集するということとされておりま
した。

今回、４ページ⽬のＡｍｅｓ、染⾊体異常、２８⽇間反復投与試験の結果につ
きましては、既存点検の結果でございまして、これは前回御審議いただいた内
容となっております。

次のページに「他の毒性［追加情報］」と書いております。ＮＴＰが公表され
ておりましたので、その情報を今回改めて追記したところでございます。概要
で申し上げますと、１３週間のマウス、１３週間のラットの試験等ございまし
て、⼀般状態で流涎、振戦等が観察されており、神経⾏動毒性として判断でき
るのではないかと考えております。あと、Ａｍｅｓ試験の結果がＮＴＰにある
ものでも陰性、⼩核試験も陽性という報告も記載されておりました。

それらを踏まえまして、⼈健康影響の判定根拠といたしましては、「Ａｍｅｓ
試験は陰性、染⾊体異常試験は軽微ながら陽性、⼩核試験の結果は陽性との報
告もあり、ＮＯＥＬ３０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ（１３週間試験においてはＮＯＥ
Ｌ︓12.5ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ）であり、神経⾏動毒性がみとめられることから
第⼆種監視化学物質相当」としております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

井上座⻑

御説明のとおり、前回、神経毒性かどうかというところが要になっていたとこ
ろですが、今回、神経毒性を⽰唆すると考えられる流涎と異常歩⾏・振戦等が
出てきているし、瞳孔収斂、そういったこともあるので、これは神経毒性と考
えて、第⼆種監視化学物質相当ではどうかという御提案でございます。

毒性の先⽣、いかがでしょうか。

前川委員

今の御説明で神経毒性がはっきりしていますので、これでよろしいかと思いま
す。ただ、判定根拠のところで括弧書きで「１３週間試験においてはＮＯＥ
Ｌ︓12.5ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ」となっていますけれども、上の表では未満なん
ですね。それが１つと、それから「神経⾏動毒性がみとめられていることか
ら」というのは、４ページに出されたデータからは神経毒性ははっきりしない
わけですので、「他の毒性試験では」というような但し書きが前にあった⽅が
よろしいかと思います。

井上座⻑

それぞれの試験に対して重みを対等にして、それぞれを評価するということで
すね。

前川委員

判定根拠がどこかはっきりさせるように。

井上座⻑

わかりました。

廣瀬先⽣は追加ございませんか。
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廣瀬委員

それで問題ないと思います。

井上座⻑

ありがとうございます。

事務局、どうしますか。

事務局（厚労省）

審査シート、１３週間反復投与のラットの試験のＮＯＥＬのところが誤記でご
ざいまして、１２５未満となっておりますが、12.５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ未満と
して、判定根拠欄も12.5ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ未満と、前川先⽣の御意⾒のとお
り追記して、「他の毒性試験の結果から神経⾏動毒性もみとめられていること
から」という形で修⽂させていただきたいと思っております。

井上座⻑

そういうことでございますが、ほかの先⽣⽅、いかがでしょうか。

よろしゅうございますか。

では、そのように決めさせていただきます。ありがとうございます。

中杉委員⻑

それでは、ここからは本⽇初めて審議をいただく物質に⼊ります。最初はチオ
フェンでございます。資料の御説明お願いいたします。

事務局（厚労省）

６ページ⽬、チオフェンでございます。⼈健康影響から御説明いたします。

Ａｍｅｓ試験の結果、陰性、染⾊体異常試験の結果も陰性。

ＲｅｐｒｏＴｏｘ試験におきましては、反復投与毒性試験においては、最終報
告書と予備審査の結果が若⼲違っております。予備審査会では、腎の組織学的
所⾒を推定根拠にＮＯＥＬ２５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ未満としております。⽣殖
発⽣毒性につきましては、哺育⾏動の低下を推定根拠にＮＯＥＬ２５ｍｇ／ｋ
ｇ／ｄａｙとしております。

判定根拠といたしましては、記載しておりますとおり、「Ａｍｅｓ試験及び染
⾊体異常試験が陰性であるが、ＮＯＥＬ２５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ未満であるこ
とから、第⼆種監視化学物質相当」としております。

事務局（環境省）

続きまして⽣態影響でございます。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥＣ５０値１１
０ｍｇ／Ｌ、７２ｈＮＯＥＣ値１２ｍｇ／Ｌとなっております。ミジンコ急性
遊泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値２０ｍｇ／Ｌ、ミジンコ繁殖阻害試験、２１
ｄＮＯＥＣ値が2.8ｍｇ／Ｌとなっております。８ページに移りまして、⿂類急
性毒性試験、９６ｈＬＣ５０値３１ｍｇ／Ｌとなっておりまして、⽣態影響の
判定根拠としまして、３種の急性毒性試験から得られる最も低い毒性値が４８
ｈＥｉ Ｃ５０＝２０ｍｇ／Ｌであり、かつミジンコ繁殖阻害試験において２１
ｄＮＯＥＣ＝2.8ｍｇ／Ｌであることから、第三種監視化学物質相当でないとさ
せていただいております。

判定案といたしましては、⼈健康影響が第⼆種監視化学物質相当、⽣態影響に
つきましては、収集された情報からは第三種監視化学物質相当に該当するとは
判断されないとさせていただいております。

中杉委員⻑

それでは、まず構造からコメントがございましたらお願いいたします。

渡部委員
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⼀般に硫⻩化合物というのは有毒なものが⼤きいわけですが、それでもこうい
うチオエーテルないしスルフィド結合というのはそう強い毒性があるものとは
知られておりませんで、チオフェンがなぜこんなに毒性が強いのだろうという
ふうな、その程度のコメントしかございません。

中杉委員⻑

ほかに構造についてよろしいでしょうか。

それでは、Ａｍｅｓ、染⾊体異常についてのコメントをいただけますでしょう
か。

林委員

Ａｍｅｓ、染⾊体異常試験ともに限界⽤量まで試験されておりまして、⽅法、
結果ともに問題ございません。陰性としていいと思います。

中杉委員⻑

よろしいでしょうか。

それでは、ＲｅｐｒｏＴｏｘ試験の結果についてコメントいただけませんでし
ょうか。

廣瀬委員

ＲｅｐｒｏＴｏｘの⽤量が２５、１００、４００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで⾏われ
ておりまして、主に認められている変化が肝臓、腎臓、神経系であります。特
に強い変化は神経系でありまして、雄では１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上、雌
では４００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの投与量で呼吸の異常、⾃発運動量の低下ある
いは雌では歩⾏異常、後肢⿇痺、痙攣、眼瞼下垂等がみられております。それ
に加えて、病理組織学的には⼤脳あるいは⼩脳で神経細胞あるいは顆粒細胞等
の変性あるいは壊死が認められておりますので、かなり強い神経毒性かと思わ
れます。肝臓に対する影響としましては、肝細胞の壊死・肥⼤等がみられてお
りますので、この変化も⽐較的強いものだと思います。腎臓の変化は⼀番弱い
ものですが、好酸性⼩体あるいは空胞変性が２５ｍｇに認められておりますの
で、それを指標としましてＮＯＥＬが２５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ未満となってお
ります。で、第⼆種監視化学物質相当であるということは当然かと思います。

中杉委員⻑

ありがとうございました。

ＲｅｐｒｏＴｏｘ試験の結果について追加のコメントございますでしょうか。

前川委員

今、廣瀬先⽣がおっしゃったとおりだと思います。ですから、⼈健康影響の判
定根拠のところに「未満であり、さらに神経系、特に⼩脳にも障害がみられ」
というような⼀⽂を付け加えていただいた⽅がよろしいのではないかと思いま
す。

それともう１つ、推定根拠のところに反復投与毒性で組織学的な所⾒として腎
尿細管上⽪空胞化が２５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上の雄と１００ｍｇ／ｋｇ／
ｄａｙ以上の雌となっていますが、これは２５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上の雌で
すね。雄には出ておりません。それから、その下の腎好酸性⼩体が２５ｍｇ
／ｋｇ／ｄａｙ以上の雄と４００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上の雌となっています
が、逆にこれは雌の⽅には出ておりません。ですから、もう⼀度⾒ていただい
て訂正してください。

事務局（厚労省）

確認させていただいて修正させていただきます。

判定根拠についても、神経⾏動毒性が認められる旨追記したいと思っておりま
す。
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⽇下委員

１つ質問ですが、神経毒性がみられて、中枢神経系のということで、誠にその
とおりと思うのですが、回復性ではそれはあったのでしょうか。

前川委員

回復性はみてないようです。ＲｅｐｒｏＴｏｘですので。

⽇下委員

この場合は回復性試験の必要はなしということですか。

廣瀬委員

ＲｅｐｒｏＴｏｘでは特に回復性はみてないと思います。ただ、プルキンエ細
胞だとか、神経細胞に変性・壊死がありますので、なかなか回復性はないので
あろうと想像されます。

前川委員

この神経毒性に関しましては、ここに出されておりますデータ以外の論⽂でも
神経毒性があることははっきりしておりますので、問題はないだろうと思いま
す。

江⾺委員

ＲｅｐｒｏＴｏｘの⽣殖発⽣毒性のところにつきましては、１００ｍｇ／ｋｇ
で、いま先⽣がおっしゃいました、神経毒性、⼩脳に異常がみられた⺟体に多
く哺育⾏動がみられたという結果になっています。

中杉委員⻑

ありがとうございました。

⼈健康影響について追加のコメントございますでしょうか。

それでは、今若⼲、神経毒性等についての修⽂を⼊れていただきましたけれど
も、第⼆種監視化学物質相当という判定でよろしいでしょうか。

それでは、⽣態毒性の⽅についてコメントございますでしょうか。第三種監視
化学物質相当ではないという判定ですが、よろしいでしょうか。

それでは、この物質について、判定根拠のところに若⼲の修⽂を⼊れさせてい
ただきますけれども、判定案につきましては、事務局案どおりとさせていただ
きます。よろしいでしょうか。

では、そのようにさせていただきます。

引き続きまして、５７７、資料の御説明お願いいたします。

事務局（厚労省）

御説明いたします。９ページでございます。

Ａｍｅｓ試験の結果、陰性、染⾊体異常試験の結果も陰性。反復投与毒性試
験、２８⽇間が腎の組織学的所⾒を推定根拠としてＮＯＥＬ６０ｍｇ／ｋｇ／
ｄａｙとしております。

簡易⽣殖試験も実施しておりまして、簡易⽣殖試験における、審査シート、Ｎ
ＯＥＬのところ、反復投与部分と⽣殖発⽣毒性部分に書き分けてございませ
ん。申し訳ございません。修正させていただきます。反復投与部分がＮＯＥＬ
２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙでありまして、⽣殖発⽣毒性部分が６０ ｍｇ／ｋ
ｇ／ｄａｙになります。推定根拠は審査シート記載のとおりでございます。

ＳＩＡＲの情報も他の毒性として記載させていただいております。

判定根拠といたしましては、Ａｍｅｓ試験及び染⾊体異常試験が陰性、ＮＯＥ
Ｌ６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから、第⼆種監視化学物質相当でないと
しております。
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事務局（環境省）

続きまして⽣態影響です。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥＣ５０値１０００ｍｇ
／Ｌ超、７２ｈＮＯＥＣ値３０９ｍｇ／Ｌとなっております。ミジンコ急性遊
泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値８５０ｍｇ／Ｌ、ミジンコ繁殖阻害試験、２１
ｄＮＯＥＣ値２５ｍｇ／Ｌとなっております。１１ページに移りまして、⿂類
急性毒性試験、９６ｈＬＣ５０値１００ｍｇ／Ｌ超となっておりまして、⽣態
影響の判定根拠としまして、３種の急性毒性試験から得られる最も低い毒性値
が４８ｈＥｉ Ｃ５０＝８５０ｍｇ／Ｌであり、かつミジンコ繁殖阻害試験にお
いて２１ｄＮＯＥＣ＝２５ｍｇ／Ｌであることから、第三種監視化学物質相当
でないとさせていただいております。

判定案といたしましては、⼈健康影響は、収集された情報からは第⼆種監視化
学物質相当に該当するとは判断されない、⽣態影響につきましても、収集され
た情報からは第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されないとさせてい
ただいております。

以上、よろしくお願いいたします。

中杉委員⻑

それでは、まず構造からコメントございましたらお願いします。

渡部委員

先ほどのチオフェンの誘導体といえばいえるわけですが、これは要するにスル
ホンになっておりますので、かなり極性が⼤きくなっております。したがっ
て、チオフェンのように、ベンゼンと同じように、かなり中枢神経にどんどん
浸透していくという性質は恐らくないのではないかと思われます。したがっ
て、チオフェンよりもより低毒性であっていいはずではないかと思っておりま
す。

中杉委員⻑

ありがとうございました。

構造からはよろしいでしょうか。

それでは、Ａｍｅｓ、染⾊体異常についてはいかがでしょうか。

林委員

このものにつきましても、Ａｍｅｓ、染⾊体ともに限界⽤量までの試験がなさ
れておりまして、陰性と考えられます。

なお、１０ページの「他の毒性」で⼀番下のところに「マウスリンフォーマＴ
Ｋ試験︓陽性」という記載もあるのですが、括弧の中に書いてありますよう
に、解釈の問題で、これは問題になるような反応ではないと考えております。

中杉委員⻑

ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

それでは、２８⽇間、簡易⽣殖の⽅についてコメントございましたらどうぞ。

前川委員

それでは御説明いたします。

まず２８⽇間反復投与毒性ですが、６０、２００、７００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ
の３⽤量でなされています。最⾼⽤量が１０００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙでなく７
００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙにされたのは、予備試験で最⾼⽤量の１０００ｍｇ／
ｋｇ／ｄａｙで死亡が出ているということ。それと、先ほど構造的に先ほどの
チオフェンと類似しているというお話がございましたけれども、急性毒性の単
回投与毒性では確かに⾮常に⾼⽤量ですが投与しますと症状的に痙攣が出てお
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ります。そういう意味で神経系への影響が⾼い⽤量を与えれば出るということ
は間違いないだろうと思います。ただ、今回の２８⽇間反復投与毒性では、最
⾼が先ほど⾔いましたように７００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙでなされていますけれ
ども、⼩脳など、そういう神経系への影響は症状の上でも形態学的にも全く出
ておりません。それでＮＯＥＬは、先ほどの御説明のように、腎臓の変化をも
とにしてＮＯＥＬ６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙということでよろしいかと思いま
す。

安⽥委員

簡易⽣殖の⽅では、２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ投与群で児の産出率の低値、新
⽣児数の低値などがみられて、先ほど修正がありましたけれども、６０ｍｇ／
ｋｇ／ｄａｙをＮＯＥＬということでよろしいかと思います。

中杉委員⻑

ありがとうございました。

⼈健康についての追加のコメントはございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

そうしますと、事務局案の判定は、Ａｍｅｓ、染⾊体異常が陰性で、ＮＯＥＬ
が６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙだから第⼆種監視化学物質相当でないということで
すが、よろしいでしょうか。

それでは、⽣態毒性の⽅についてのコメントはございますでしょうか。第三種
監視化学物質相当ではないということでございますが。

特にコメントがないようですので、この物質も第三種監視化学物質相当でない
という判定だろうと思います。

以上あわせまして、⼈健康影響からみて第⼆種監視化学物質相当でない、⽣態
影響からみて第三種監視化学物質相当でないという判定にさせていただきます
が、よろしいでしょうか。

では、事務局案どおりの判定にさせていただきます。

引き続きまして、官報公⽰整理番号で３９００です。資料の御説明お願いい
たします。

事務局（厚労省）

１２ページ、３９００でございます。

Ａｍｅｓ試験の結果、陰性、染⾊体異常試験の結果、陽性となっております。
＋Ｓ９ｍｉｘ群において構造異常の誘発がみられております。Ｄ２０値で申し
上げますと0.13ｍｇ／ｍＬとなっております。

反復投与毒性試験、審査シート記載の体重の低下、ビリルビンの上昇と組織の
変化等を推定根拠といたしましてＮＯＥＬ６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙとしており
ます。

ＳＩＡＲから得られた情報も記載しております。

判定根拠といたしましては、事務局案といたしましては、Ａｍｅｓ試験は陰
性、染⾊体異常試験は軽微な陽性、ＮＯＥＬ６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであるこ
とから、第⼆種監視化学物質相当ではないとしております。

事務局（環境省）

続きまして⽣態影響でございますが、１４ページを御覧ください。⽣態影響に
つきましてもＳＩＡＲの結果がございまして、そちらの⽅を「他の毒性情報」
という形で記載させていただいております。藻類⽣⻑阻害試験の結果及びミジ
ンコ急性遊泳阻害試験の結果と⿂類急性毒性試験の結果等が添付されておりま
す。
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⽣態影響の判定根拠としまして、ミジンコ急性遊泳阻害試験において４８ｈＥ
ｉＣ５０＝0.29ｍｇ／Ｌ及び⿂類急性毒性試験において９６ｈＬ Ｃ５０＝2.3
ｍｇ／Ｌであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいておりま
す。

判定案といたしましては、⼈健康影響につきましては、収集された情報から
は、第⼆種監視化学物質相当に該当するとは判断されない、⽣態影響につきま
しては、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

中杉委員⻑

それでは、まず構造からコメントお願いいたします。

渡部委員

これはフェノールの誘導体及びパラクロロフェノールの誘導体ということで、
フェノール全般の現象ですが、サイトトキシシティが強いということ。したが
って、殺菌作⽤といったものが強く現れるのではないかと思います。

中杉委員⻑

ありがとうございました。

それでは、Ａｍｅｓ、染⾊体異常についていかがでしょうか。

林委員

これに関するＡｍｅｓ試験につきましては、限界⽤量までの予備試験をもとに
⽤量設定がなされていまして、菌の⽣育阻害が認められる⽤量まで試験されて
おります。復帰コロニー数の増加は認められておりませんので、陰性としてい
いと思います。

なお、染⾊体の⽅ですが、これは陽性ということですが、⾮常に⾼⽤量の最⾼
⽤量のみでの反応ですが、「軽微」という表現をとるかどうか⾮常に微妙なと
ころだと考えます。本⽇⽋席の⽵下委員からも、「軽微な陽性」については、
「陽性であるも弱く」くらいの表現がいいのではないか、というようなことを
⾔っていただいているのですが、確かにそれぐらいの表現の⽅がいいかもしれ
ません。再現性も認められるということから、軽微とは少し⾔いにくいのでは
ないかと思います。でも、強いものではありません。

中杉委員⻑

他の毒性のところで⼩核試験が陽性と陰性と両⽅ついておりますが、ここにつ
いて何かコメントございますか。

林委員

これについては、細かい情報がなかったので、はっきりしたことは申し上げら
れないのですが、これにしましても、判定が分かれる程度のぎりぎりのところ
のものであったのだろうと思います。

中杉委員⻑

ありがとうございました。

それでは、２８⽇間反復投与毒性試験の結果についてのコメントをお願いしま
す。

廣瀬委員

投与量が１５、６０、２５０、１０００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで⾏われておりま
して、毒性としましては、神経系、肝臓、副腎、前胃、膀胱とかなり多岐にわ
たった影響が認められております。２５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで認められる変
化は、肝臓に対する影響、これは軽いものです。それから前胃の過形成、これ
は恐らく刺激によるものだと思いますけれども、５例中１例に認められており
ます。ただ、１０００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙになりますと全例に認められており
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まして、回復性も悪いということです。それから膀胱の過形成が２５０ｍｇ／
ｋｇ／ｄａｙで５例中４例とかなり⾼頻度に認められておりまして、これにつ
きましても回復性が悪いということになっております。それに加えまして、最
⾼⽤量では死亡例も観察されておりまして、その他、⾃発運動の低下、筋の弛
緩、歩⾏異常、流涎、眼瞼下垂というような神経に対する影響も認められてお
ります。⼀応２５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで影響が認められておりますので、Ｎ
ＯＥＬが６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙになっておりますけれども、余り気持ちのい
い影響ではないですね。特に⾼⽤量ではありますけれども、神経にはっきりし
た影響が出ているということ、それから膀胱に２５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで過
形成が出ているということをどう考えるかということになりますけれども、す
んなりと第⼆種監視化学物質相当ではないとは⾔い難いのではないかと思いま
す。

中杉委員⻑

ほかの先⽣からコメントいただけませんでしょうか。

前川委員

今、廣瀬先⽣がおっしゃったとおりだと思います。確かにＮＯＥＬからいいま
すと６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙなんですが、毒性の内容から⾒ますと、少し気に
かかる変化ではあるということで、迷うところです。

中杉委員⻑

いかがでしょうか。染⾊体異常のところは少し表現を変えた⽅がいいけれど
も、６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙを後押しするほど強いものではないというふうに
解釈してよろしいですか。

そうすると、専ら６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙという数字と、毒性の内容について
の判断になるかと思います。御意⾒いただけないでしょうか。いかがでしょう
か。

廣瀬委員

私の意⾒としては、変異原性と毒性をあわせて第⼆種監視化学物質相当になら
ないかなというような考えなんですが。

中杉委員⻑

林先⽣、いかがでしょうか。

林委員

先ほども⾔いましたように、これは弱いといいながら、陽性にはなっています
ので、これまでのような完全に真っ⽩というわけではありません。それは後押
しをするといえば、後押しの⼀助にはなるのかとは思います。先ほども⾔いま
したが、⼩核試験のデータがきちっとしたのがないので、そちらがもう少しわ
かれば、ｉｎ ｖｉｖｏの成績ですので、もう少しはっきりしたことが申し上
げられるのではないかと思うのですが。事務局の⽅、今これのデータがありま
すか。ＳＩＡＲですよね。

事務局（厚労省）

今のところ、このＳＩＤＳまでしかございません。

中杉委員⻑

どうしましょう。そこまでチェックをしてからにするか。その前に、染⾊体異
常は陽性は陽性であるということと、ＮＯＥＬが６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであ
ること、さらに毒性の内容について少し⾔及してということで、第⼆種監視化
学物質相当であるという判断もあるかと思いますけれども。

渡部委員

パラクロロフェノールも調べてごらんになりましたか。

事務局（厚労省）
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今⼿元にはございません。

渡部委員

後ほど調べておいてください。構造上は、どっちになってもいいのだったら、
⿊にしてもらいたいと思います。クロロベンゼンをはじめとして、いわゆる芳
⾹族、クロロ化合物というのは、⼤抵、毒性学的に問題の化合物ですよね。

中杉委員⻑

どういたしましょうか。⼩核試験の結果が後押ししないとしたときに、⼆監相
当でないという判断でいいかどうかということに逆になりますので。

林委員

事務局の⽅にＩＵＣＬＩＤだけでもないですか。

事務局（厚労省）

今得られる情報をできるだけ書いており、ＩＵＣＬＩＤもございません。もし
追加の情報としては、ＳＩＡＲに記載のある⼩核のリファレンスの部分がある
かと思います。原⽂に当たれるかどうか確認し、再度それで御審議いただく⽅
向が１つあると思います。申し訳ございません。

林委員

１つ申し上げられることは、今⼿元にあるシーズのデータだけからすれば、あ
との陰性という結果の⽅が新しい試験結果であって、恐らくそちらの⽅がガイ
ドライン等をすべてクリアした試験結果だという情報だけは読み取ることはで
きます。

中杉委員⻑

どういたしましょう。既存物質ですので、もう⼀度⼩核試験の結果を確認して
いただいて、次回にその結果を踏まえて、それが後押ししない場合どうだとい
う判断をここではいたしませんけれども、それをはっきりさせてからもう⼀回
審議をしていただくということでいかがでございましょうか。今回も最初の２
つのものについてはさらに情報を得てということでございましたので、よろし
ければ、次回にそこら辺の情報を事務局の⽅で整理していただいて、毒性の先
⽣にしっかり⾒ていただくということにさせていただければと思いますが、よ
ろしいでしょうか。

それでは、３９００の⼈健康については、次回再度判断していただくという
ことにしまして、⽣態毒性の⽅はいかがでしょうか、第三種監視化学物質相当
という判断でございますが。

特に事務局案に対する御異論はないようでございますので、⽣態毒性について
は、第三種監視化学物質相当という判定をさせていただきまして、⼈健康につ
きましては、次回、情報を追加してから判断していただくということにさせて
いただければと思います。

それでは、次の物質に移りたいと思います。官報公⽰整理番号が２つございま
すが、３１３７２です。

事務局（厚労省）

説明させていただきます。１５ページでございます。

Ａｍｅｓ試験陰性、染⾊体異常試験陰性。２８⽇間反復投与毒性試験、特に毒
性学的影響は認められておりませんので、ＮＯＥＬ１０００ｍｇ／ｋｇ／ｄａ
ｙとなっております。

簡易⽣殖試験も実施しております。簡易⽣殖試験の結果といたしましては、精
巣に対する影響を推定根拠といたしまして、反復投与及び⽣殖発⽣毒性ともＮ
ＯＥＬ１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙとしております。
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⼈健康影響の判定根拠といたしましては、記載のとおり、「Ａｍｅｓ試験及び
染⾊体異常試験は陰性、ＮＯＥＬ１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから第
⼆種監視化学物質相当ではない」としております。

事務局（環境省）

続きまして⽣態影響です。１６ページを御覧ください。藻類⽣⻑阻害試験につ
きましては、限度試験で実施しておりまして、試験上限濃度では影響が認めら
れないという結果になっております。ミジンコ急性遊泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ
５０値＞１８０ｍｇ／Ｌ、ミジンコ繁殖阻害試験、２１ｄＮＯＥＣ値５６ｍｇ
／Ｌとなっております。⿂類急性毒性試験、９６ｈＬＣ５０値＞１００ｍｇ／
Ｌとなっておりまして、判定根拠といたしましては、３種の急性毒性試験にお
いて、試験上限濃度で影響が認められず、かつミジンコ繁殖阻害試験において
２１ｄＮＯＥＣ値が５６ｍｇ／Ｌであることから、第三種監視化学物質相当で
ないとさせていただいております。

判定案といたしましては、⼈健康影響につきましては、収集された情報からは
第⼆種監視化学物質相当に該当するとは判断されない、⽣態影響につきまして
も、収集された情報からは第三種監視化学物質相当に該当するとは判断されな
いとさせていただいております。

以上、よろしくお願いいたします。

中杉委員⻑

それでは、構造からコメントいただけますか。

渡部委員

これはベンゼントリカルボン酸トリス（２エチルヘキシル）エステルという
ことですが、当然、経⼝的に摂取された場合に、腸内細菌あるいは腸間膜のエ
ステラーゼで加⽔分解して、対応するカルボン酸とアルコールになって吸収さ
れるだろうと思われます。アルコールとカルボン酸については、特に毒性学上
⼼配されるという点はないように思います。

中杉委員⻑

それでは、Ａｍｅｓ、染⾊体異常についていかがでしょうか。

林委員

このものにつきましては、両⽅とも限界⽤量まで試験されておりまして、⽅
法、結果ともに問題ございません。陰性です。

中杉委員⻑

それでは、２８⽇間反復投与毒性試験はいかがでしょうか。

前川委員

これは１００、３００及び１０００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの３⽤量でなされてお
りまして、ここに添付されているデータからは、最⾼⽤量で何も毒性が出てな
いということでございます。ただ、後で安⽥先⽣の⽅から御説明があるかと思
いますが、簡易⽣殖のところを⾒てみますと、これは同じ濃度でやられている
のですが、３００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上で精巣に明らかな組織学的な変化が
出ている。なのに、こちらの⽅では出てないというのは、理由はわかりません
けれども、データを⾒てみますと、精巣は固定はされているのですが、組織学
的な検査がなされていないということですので、あるのか、ないのかというこ
とに関してはわかりません。

中杉委員⻑

それでは、簡易⽣殖試験はいかがでしょうか。

安⽥委員

javascript:void(0);


今、前川先⽣がおっしゃったように、精巣に所⾒が出ているわけでございます
が、⽣殖そのもの、つまり、こういう所⾒がみられた雄はこどもができないか
というと、そうではなくて、全部こどもができておりますので、次世代をつく
るということに関しては、影響が出ない程度の障害であると⾔えるかと思いま
す。

中杉委員⻑

ありがとうございました。

⼈健康についてそのほかに追加のコメントございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

事務局案は第⼆種監視化学物質相当ではないという判定でございますが、よろ
しいでしょうか。

では、第⼆種監視化学物質相当ではないという判定にさせていただきます。

⽣態毒性については、試験の結果を⾒て、これは第三種監視化学物質相当では
ないという判定でございますが、何かコメントございますでしょうか。

特にコメントがないようですので、⽣態毒性についても第三種監視化学物質相
当でない。結果として、⼈健康について第⼆種監視化学物質相当ではない、⽣
態毒性について第三種監視化学物質相当ではないという判定にさせていただき
ますが、よろしいでしょうか。

では、事務局案どおりの判定とさせていただきます。

次に３７４です。

事務局（厚労省）

１８ページ、１，２，３トリクロロベンゼンでございます。

⼈健康影響の毒性情報といたしましては、ＥＨＣがトリクロロベンゼン⾃体で
ありましたので、その中で、１，２，３の固定されているものについて得られ
た情報について記載しております。

染⾊体異常試験の結果は陰性となっております。反復投与毒性試験、１３週間
の試験がございました。ＮＯＡＥＬでいうと7.6ということになっております。
所⾒としては、記載のとおり、肝臓、甲状腺、肝臓・腎臓の重量等が動いてい
るかと思います。催奇形性試験の結果も得られております。⼩核試験の結果と
しては、陽性という結果が得られております。Ａｍｅｓ試験の結果は陰性とい
う結果が得られております。

それらをまとめまして、判定根拠欄に記載しておりますのは、⼩核試験は陽
性、反復投与毒性試験はＮＯＡＥＬ7.6ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから、継
続的に摂取される場合⼈の健康を損なうおそれの疑いがあるため、第⼆種監視
化学物質相当としております。

事務局（環境省）

続きまして⽣態影響です。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥＣ５０値1.9ｍｇ／Ｌ、
７２ｈＮＯＥＣ値0.094ｍｇ／Ｌとなっております。ミジンコ急性遊泳阻害試
験、４８ｈＥ Ｃ５０値0.46ｍｇ／Ｌ、ミジンコ繁殖阻害試験、２１ｄＮＯＥＣ
値0.17ｍｇ／Ｌとなっております。⿂類急性毒性試験、９６ｈＬＣ５０値3.2
ｍｇ／Ｌとなっておりまして、⽣態影響の判定根拠としましては、藻類⽣⻑阻
害試験において７２ｈＮＯＥＣｒ＝0.094ｍｇ／Ｌであり、ミジンコ急性遊泳
阻害試験において４８ｈＥｉ Ｃ５０＝0.46ｍｇ／Ｌであること及び⿂類急性毒
性試験において９６ｈＬＣ５０＝3.2ｍｇ／Ｌであることから、第三種監視化学
物質相当とさせていただいております。

判定案といたしましては、⼈健康影響は第⼆種監視化学物質相当、⽣態影響は
第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
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以上、よろしくお願いいたします。

中杉委員⻑

それでは、まず構造からコメントいただきたいと思います。

渡部委員

⼈健康影響︓第⼆種監視化学物質相当というのは、誠に妥当ではないかと思い
ます。なぜならば、ポリクロロベンゼンであるからということです。

中杉委員⻑

ありがとうございました。

⼈健康について、ＥＨＣからの引⽤ですが、変異原性に関していかがでしょう
か。

林委員

Ａｍｅｓ試験の⽅は陰性とすることで問題ないと思います。染⾊体異常試験に
ついて、これも陰性という評価になっておりますが、ちょっと問題がありまし
て、私⾃⾝がこの論⽂の著者の⼀⼈ですので、公平性を期するということから
すれば、私が評価するのはいかがなものかと思うのですが。ほかの２名の遺伝
毒性の専⾨の先⽣からもしコメントが⼊っていないようでしたら、⼀応この評
価をお認めになったものだというふうに解釈させてもらえればいいのかと思い
ます。

もう１つは、⼩核試験で陽性という報告がございまして、これはデータがあり
ましたので、⾒させていただいたのですが、明確な陽性というわけではなく
て、少し問題含みの陽性というような程度のものでございました。したがいま
して、⼈健康影響の判定根拠のところの書きぶりなんですが、「Ａｍｅｓ、染
⾊体異常は陰性であるが、⼩核で陽性との報告もあり」という程度の表現でい
かがかと思います。

先ほどの点についてもし事務局の⽅でおわかりだったら教えてください。

中杉委員⻑

ほかの先⽣からコメントが寄せられているかどうか。

事務局（厚労省）

寄せられていないと思います。⽵下先⽣から寄せられているのは、配付されて
いるものだと思います。

中杉委員⻑

それでは、林先⽣の得られた結果も評価していただいたということで、陰性と
いうことでございます。

それでは、反復投与毒性試験についてのコメントございますでしょうか。

廣瀬委員

反復投与毒性試験につきましては、データは必ずしも⼗分なものではございま
せんけれども、ラットを⽤いて、投与量１、１０、１００、１０００ｐｐｍで
１３週間の試験が⾏われております。結果としましては、最⾼⽤量の１０００
ｐｐｍで若⼲の腎臓に対する影響、肝臓で肝細胞の肥⼤、脂肪変性というよう
な変化が特に雄でみられております。その他、甲状腺に対しても若⼲の影響が
みられているということで、その下の１００ｐｐｍ、換算しますと7.6ｍｇ／ｋ
ｇがＮＯＥＬとなっております。

その他、催奇形性の⽅でまた試験が⾏われておりますので、これは安⽥先⽣の
⽅からお願いしたいと思います。

安⽥委員
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型のごとき催奇形性試験が⾏われておりまして、資料に書いてありますよう
に、妊娠６１５⽇にコーンオイルに溶かして経⼝投与したものでありますけ
れども、１５０、３００、６００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで投与いたしまして、外
表、内臓、⾻格等を調べて、若⼲の変異などは出ておりますけれども、ドーズ
レスポンスも何もみられませんで、特に影響はないという評価でよろしいかと
思います。

中杉委員⻑

ありがとうございました。

今のコメントもいただいて、事務局案は、⼩核試験は陽性、この辺は林先⽣の
コメントで少し修⽂があるかと思いますけれども、反復投与毒性試験の結果が
7.6であることから第⼆種監視化学物質相当という判定でございますが、よろし
いでしょうか。

それでは、変異原性試験のところの記述を少し修⽂していただいて。

事務局（厚労省）

林先⽣がおっしゃったとおり、修⽂させていただきます。

中杉委員⻑

⽣態毒性試験についてはいかがでしょうか。

吉岡委員

結果に直接影響することではございませんけれども、藻類⽣⻑阻害試験のＮＯ
ＥＣについてコメントしたいと思います。この試験機関のところから出てきま
した報告書によりますと、このＮＯＥＣ0.094ｍｇ／Ｌの濃度区とその前後の
濃度区の値が錯綜しております。つまり、これよりも低い濃度では平均がもっ
と⼩さいのに有意差は出てきていないというようなことがみられます。これは
標準偏差がどれくらいばらつくかによって、あるときにはその濃度区で有意差
が現れ、あるときには出てこないというようなことになります。試験の標準偏
差が異常であるかどうかというのをいくつか他の報告等も照らし合わせて⾒て
みましたけれども、さほど異常とは思えません。ただ、この試験内においては
⼤⼩のばらつきが出てきたということで、たまたま0.094ｍｇ／Ｌに落ち着い
たということになります。したがって、ほかに試験してみれば、これから１段
階あるいは２段階下がったり上がったりするということが起きるかもしれませ
ん。以上がコメントです。

中杉委員⻑

結果としては、このままで構いませんか。

吉岡委員

結果としては、このままで構いません。

中杉委員⻑

ありがとうございました。

ほかにコメントございませんか。よろしいでしょうか。

それでは、ほかに御意⾒がないようでしたら、この物質については、⼈健康︓
第⼆種監視化学物質相当、⽣態影響︓第三種監視化学物質相当という判定をさ
せていただきます。

井上座⻑

それでは、次の５例に移ります。まず、１，２，４トリメチルベンゼン、お
願いいたします。

事務局（厚労省）

審査シート２１ページ⽬でございます。

javascript:void(0);


Ａｍｅｓ試験の結果、陰性、染⾊体異常試験の結果も陰性。２８⽇間反復投与
毒性試験、３００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙにおける肝臓や腎臓に対する影響を推定
根拠としてＮＯＥＬ１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙとしております。

判定根拠といたしましては、Ａｍｅｓ試験及び染⾊体異常試験は陰性、ＮＯＥ
Ｌ１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから第⼆種監視化学物質相当でないと
しております。

井上座⻑

それでは、構造についてお願いいたします。

渡部委員

特に気になるような構造はしておりません。

井上座⻑

Ａｍｅｓ、染⾊体についてはいかがでしょうか。

林委員

このものについても⽅法、結果ともに問題ございません。陰性と考えていいと
思います。

井上座⻑

２８⽇間反復投与毒性試験はいかがでしょうか。

前川委員

３０、１００、３００、１０００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの４⽤量でなされており
まして、先ほど御説明がありましたように、３００以上でのいろいろな変化か
ら、ＮＯＥＬは１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙということになっておりますけれど
も、毒性学的には⾮常に程度は軽いものであるということです。

井上座⻑

ＮＯＥＬも１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙあるし、毒性学的な内容も軽いものであ
るということで、ほかにコメントございませんようでしたら、第⼆種監視化学
物質相当ではないということでよろしかろうかと思いますが、いかがでしょう
か。

ありがとうございます。

それでは、次の４，４ʼチオビス（６ｔｅｒｔブチルｍクレゾール）に
ついてお願いいたします。

事務局（厚労省）

審査シート２３ページ⽬でございます。

Ａｍｅｓ試験の結果、陰性となっております。染⾊体異常試験の結果も陰性。
反復投与毒性試験の結果といたしましては、盲腸や結腸の組織学的所⾒等を推
定根拠としましてＮＯＥＬ１５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙとしております。

また、ＮＴＰからの引⽤も２５ページに記載しております。

もう１ページおめくりいただいて２６ページに⼈健康影響の判定根拠を記載し
ております。Ａｍｅｓ試験及び染⾊体異常試験が陰性であるが、ＮＯＥＬ１５
ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから第⼆種監視化学物質相当としております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

井上座⻑

それでは、構造についてはいかがでしょうか。

渡部委員

これもスルフィドなわけですね。スルフィドだからなのかなと思うのですが、
このスルフィドをはさんでほぼ対称的に同じ置換基がついておりますが、この
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分はアンタイオキシダントの機能をもつ構造でして、したがって、毒性学的に
はスーパーオキサイドのジェネレーションこそやれ、そう⼤きな問題はないの
ではないかと思います。やはりスルフィド化合物の毒性と思われます。

井上座⻑

ありがとうございます。

構造についてほかにコメントございませんか。

それでは、分解性、蓄積性もよろしゅうございますね。

それでは、Ａｍｅｓ試験、染⾊体異常試験については、陰性のようですが、い
かがでしょうか。

林委員

このものにつきましても⽅法、結果ともに問題ございません。陰性としていい
と思います。

井上座⻑

２８⽇間反復投与毒性試験等についていかがでしょうか。

廣瀬委員

投与量が１５、６０、２５０ｍｇ／ｋｇで⾏われておりまして、６０ｍｇの⽤
量のところで消化管に対する影響が出ております。この消化管に対する影響は
⾮常に特徴的でありまして、⼩腸、盲腸、⼤腸から直腸に⾄るまですべてみら
れております。変化としましては、空胞変性あるいは粘膜の細胞浸潤、回腸で
はさらに繊⽑上⽪の過形成というような変化がみられております。その他、肝
臓あるいは⾎⼩板に対する影響も⼀番⾼⽤量でみられております。

ＮＴＰから引⽤されているデータがいろいろ出ておりますけれども、このデー
タはいずれも混餌投与でありまして、混餌投与の場合は、今の２８⽇間試験と
は異なりまして、消化管に対する影響は全くみられておりません。その代わり
貧⾎が新たにみられているような状況になっております。ＮＴＰからのデータ
ですが、ＮＯＥＬあるいはＮＯＡＥＬはやはり３５あるいは２０ｍｇ／ｋｇ／
ｄａｙというようなところにありまして、いずれも１５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙに
近いということで、第⼆種監視化学物質相当ということでよろしいかと思いま
す。

井上座⻑

モード・オブ・アクションは多少違うけど、ほぼ同じであるということです
ね。ありがとうございます。

これについてほかにコメントございませんか。

前川委員

⼀⾔だけ。これはマウス、ラットの発がん性のデータも出ておりまして、そち
らはいずれもＮＴＰの評価ではマイナスであると。ただ、ラットに関しては少
しイクイボカルなデータではありますけれども、⼀応ＮＴＰで評価した限りに
おいては、陰性であるという結果になっております。

井上座⻑

発がん性はないと。変異原性はないけれども、毒性においてＮＯＥＬも１５ｍ
ｇ／ｋｇ／ｄａｙであるし、第⼆種監視化学物質相当であるという判断でござ
いますが、よろしゅうございますか。

ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。

次は（トリフルオロメチル）ベンゼンです。お願いいたします。

事務局（厚労省）

審査シート２７ページでございます。
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Ａｍｅｓ試験の結果は陰性、染⾊体異常試験の結果も陰性。ＲｅｐｒｏＴｏｘ
試験の結果でございますが、反復投与毒性部分においては、肝臓と腎臓の組織
学的所⾒と肝の相対重量の上昇を推定根拠としましてＮＯＥＬ２０ｍｇ／ｋｇ
／ｄａｙ、⽣殖発⽣毒性部分につきましては、新⽣児体重の低下を推定根拠と
しましてＮＯＥＬ２０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ未満としております。

判定根拠といたしましては、Ａｍｅｓ試験及び染⾊体異常試験が陰性である
が、ＮＯＥＬ２０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ（⽣殖発⽣毒性については２０ｍｇ／ｋ
ｇ／ｄａｙ未満）であることから第⼆種監視化学物質相当としております。

以上、よろしくお願いいたします。

井上座⻑

では、この構造についてのコメントお願いします。

渡部委員

これはフッ素化合物、⼀般にフッ素化合物はアルキルに全部ついたときには⾮
常に丈夫なんです。つまり安定なんですが、こういうベンゼンのメチルあるい
はメチレンの位置についたフッ素というのは、かなりアンステーブルだと思わ
れます。

この毒性データをざっと拝⾒すると、⻭に対する影響というのは出ていません
でしたか。⼀般にフッ素化合物というのはそういう傾向があるのですが。

事務局（厚労省）

報告書の範囲内では記録されておりません。でも観察はされていると思うので
すが、⼀応信じていいと思います。

渡部委員

わかりました。では結構です。

井上座⻑

ありがとうございます。

分解性は難分解性、蓄積性は⾼濃縮性ではない、これについてはよろしゅうご
ざいますか。

それでは、Ａｍｅｓ、染⾊体についてのコメントお願いします。

林委員

これも標準的な⽅法で試験が⾏われておりまして、このものにつきましても陰
性と考えられます。

井上座⻑

反復投与毒性・⽣殖発⽣併合試験についてはいかがでしょうか。

前川委員

これは２０、１００、５００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの３⽤量でなされておりまし
て、先ほどの御説明のように、主として肝臓、腎臓への影響から、反復投与に
関しましてはＮＯＥＬ２０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙということになっております。
先ほど渡部先⽣からの御質問もありましたが、フッ素化合物ということで、デ
ータも注意して⾒ましたけれども、⻭に対する影響に関しては全く触れられて
おりません。

井上座⻑

ありがとうございます。

ほかにはいかがでしょうか。

安⽥委員
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⽣殖発⽣毒性の⽅、ＮＯＥＬ２０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ未満ということですが、
この根拠は、先ほど事務局から説明がありましたように、新⽣児の体重が低い
ということで、新⽣児の数とかには特に変化はなく、また、形態的な異常、つ
まり催奇形性はないという結果でございました。

井上座⻑

ありがとうございます。

ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。

では、事務局の提案どおり、Ａｍｅｓ試験及び染⾊体異常試験が陰性である
が、ＮＯＥＬ２０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ（⽣殖発⽣毒性については２０ｍｇ／ｋ
ｇ／ｄａｙ未満）であることから第⼆種監視化学物質相当であるということと
させていただきます。

ありがとうございます。

次は、３つほど前のトリメチルベンゼンと場所が違って１，２，３になってお
りますが、事務局、御説明お願いします。

事務局（厚労省）

２９ページ、１，２，３トリメチルベンゼンでございます。

Ａｍｅｓ試験の結果は陰性、染⾊体異常試験の結果、陰性。２８⽇間反復投与
毒性試験の結果では、⾎液学的検査、⾎液⽣化学的検査の所⾒を推定根拠とし
ましてＮＯＥＬ３０としております。

⼈健康影響の判定根拠といたしましては、Ａｍｅｓ試験及び染⾊体異常試験が
陰性、ＮＯＥＬ３０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから第⼆種監視化学物質相
当でないとしております。

以上、よろしくお願いいたします。

井上座⻑

この構造について。

渡部委員

先ほどのトリメチルベンゼンの異性体と全く同じコメントです。

井上座⻑

ありがとうございます。

分解性、蓄積性についてコメントございませんか。

それでは、Ａｍｅｓ、染⾊体についてお願いします。

林委員

このものにつきましても標準的な⽅法で試験がされておりまして、Ａｍｅｓ試
験、染⾊体異常試験ともに⽅法、結果ともに問題ございません。

井上座⻑

ありがとうございます。

これについては２８⽇間反復投与のみ⾏われているようですが、コメントお願
いします。

廣瀬委員

１００、３００、１０００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの投与量で⾏われておりまし
て、１，２，４でも肝臓、腎臓に対する軽い影響が認められておりましたけれ
ども、１，２，３でも同様に肝臓あるいは腎臓に対する影響は認められており
ます。それに加えて、３００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上から有意にＰＴあるいは
ＡＰＴＴ、フィブリノーゲンが増加しております。特にＰＴ、ＡＰＴＴの延⻑
は、１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで有意差はないようなんですが、数値から⾒る
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と、明らかに延⻑しております。それで申請者の⽅は１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａ
ｙでも影響があるととりまして、その後、⽤量を３、１０、３０ｍｇ／ｋｇ／
ｄａｙに減らして同様の追加試験を⾏っております。その結果、３０ｍｇ／ｋ
ｇ／ｄａｙで影響がみられていないということで、ＮＯＥＬが３０になってお
ります。そういうことから、第⼆種監視化学物質相当でないという結論でよろ
しいかと思います。

井上座⻑

ありがとうございます。

追加のコメントございませんか。

では、ただいまの御説明のように、よく試験してあって、ＮＯＥＬ３０ｍｇ／
ｋｇ／ｄａｙという値が出されていて、したがって、第⼆種監視化学物質相当
でないという結論でございます。よろしゅうございますか。

⻘⽊委員

ただ、環境の観点からみたときに、もちろん今の判定には何ら異論はないので
すが、⼀番最初の１，２，４の⽅が、現エコ調査、２２ページのところで⼤気
中の検出頻度が⾮常に⾼くなっております。今御審議のところがありまして、
１，２，３については調査がないようですが、この判定⾃体、経⼝投与で⾏う
ということですので、もちろん判定⾃体には問題ないのですが、実際に環境中
に、恐らく物性が近いところから想定すると、⼤気中にある程度存在するとい
うことが予想されますので、例えば経気道暴露での毒性がどうかということ
は、今後留意しておく必要があると考えております。

井上座⻑

こういう御指摘でございますが、伺っておくことでよろしいですか。

事務局（厚労省）

はい。

井上座⻑

ありがとうございます。

ほかにはございませんか。

では、先ほど申しましたとおり、第⼆種監視化学物質相当ではないという結論
で御了承いただきます。

その次は、２ヒドロキシ４（オクチルオキシ）ベンゾフェノンでございま
す。お願いします。

事務局（厚労省）

審査シート３１ページでございます。

Ａｍｅｓ試験陰性、染⾊体異常試験陰性。２８⽇間反復投与毒性試験も全群で
特に毒性学的影響は認められておりません。ＮＯＥＬ１０００ｍｇ／ｋｇ／ｄ
ａｙとなっております。

判定根拠といたしましては、Ａｍｅｓ試験及び染⾊体異常試験は陰性、ＮＯＥ
Ｌ１０００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから第⼆種監視化学物質相当ではな
いとしております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

井上座⻑

それでは、構造について。

渡部委員

化学構造上は特に気になるような点はございません。

井上座⻑
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⻄原先⽣はよろしゅうございますか。

⻄原部会⻑

はい。

井上座⻑

それでは、分解性、蓄積性についてのコメントもないということで、Ａｍｅ
ｓ、染⾊体についてお願いいたします。

林委員

これも陰性と考えて問題ないと思います。

井上座⻑

２８⽇間反復投与毒性試験は特にないようですが、コメントありましたらどう
ぞ。

前川委員

今御説明のように、全く変化は出ておりません。

井上座⻑

ありがとうございます。

ほかにコメントがないようでしたら、ＮＯＥＬ１０００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙあ
ることから、第⼆種監視化学物質相当ではないということになりますが、よろ
しゅうございますか。

では、どうもありがとうございます。

⻄原部会⻑

それでは、その次の物質、３５０３、お願いします。

事務局（厚労省）

審査シート３２ページ、ノニルフェノールでございます。

Ａｍｅｓ試験の結果、陰性、染⾊体異常試験の結果も陰性。２８⽇間反復投与
毒性試験においては、肝の相対重量の上昇、腎の間質性細胞浸潤を推定根拠と
しましてＮＯＥＬ１５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙとしております。

収集された情報をＥＵのＲＡＲや化学物質有害性評価書からメインに引⽤して
おります。その内容を３３ページ、３４ページに記載しております。

⼈健康影響の判定根拠といたしましては、Ａｍｅｓ試験及び染⾊体異常試験は
陰性であるが、ＮＯＥＬ１５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから、第⼆種監視
化学物質相当としております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

⻄原部会⻑

ノニルフェノールですが、まず構造からお願いします。

渡部委員

これは単純なフェノールの誘導体ということで、サイトトキシシティなんてい
うことを⾔うつもりはございません。アルキルの鎖が⻑くなれば、サイトトキ
シシティは下がってくるわけですが、それ以上にこの物質については特に⾔及
しておかなければならないのは、いわゆる環境ホルモン、内分泌かく乱物質と
して有名な物質ですね。これは中性界⾯活性剤に恐らく使っているのだろうと
思うのですが、その場合のノニルフェノールというのは、この構造式に書かれ
たような直鎖ではなくて、多くの場合は分枝、枝分かれをした状態で存在する
場合が多い。それは中性界⾯活性剤の原料として使うためには、そうではなく
てはならないという物性上の要求があるわけです。これも果たしてそうなのか
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どうかということですが、そういった分枝構造を持ったものにエストロジェン
様作⽤が強く現れるという事実があります。これはどうなんですか。

⻄原部会⻑

私の⽅からコメントさせていただきます。まず１つは、パラ位であるかどうか
ですね。オルトのノニルフェノールに関しては、ほとんど内分泌かく乱作⽤は
ないと思います。パラ位で直鎖でもペンチルグレーがＥＲへの結合活性が⼀番
強かったと思います。鎖が⻑くなると、⽔に溶けにくくなって、レセプターへ
のくっつきも悪くなってくるというもので、界⾯活性剤として使っているの
は、先⽣が指摘されましたように、分枝したもの、あれは真ん中でつながった
ものですね。そういうものがたくさん使われている。それにはかなり強い⼥性
ホルモン活性といいますか、レセプターへの結合活性があるというふうなもの
ですね。だから、調べられたのは、その辺の情報としては、きっちりとしてい
るのか、あるいはミクスチャーとしてやっているのか。

事務局（厚労省）

基本的にミクスチャーのものでやっておりますし、ＥＵのＲＡＲとか、そうい
った⽂書もミクスチャーで、特定しているものではなかったと思います。

⻄原部会⻑

そういうふうに構造の細かいところによってちょっとずつまたその辺のレセプ
ターへのくっつき⽅が違ってくるということだけ頭に⼊れておいていただけれ
ばいいと思います。

分解性、蓄積性に関しては審議済みですね。

Ａｍｅｓ陰性、染⾊体陰性ですが、コメント等ございませんでしょうか。

林委員

これはＡｍｅｓ試験の⽅も抗菌活性はかなり出ております。しかし、変異原性
という意味からは陰性でいいと思います。染⾊体異常試験についても細胞毒性
はかなり認められますが、染⾊体の構造異常、数的異常の誘発は認められてお
りません。また、他の毒性の中で、３４ページのところに⼩核試験も書かれて
いますが、ともに陰性ということで、遺伝毒性からは特に問題になるものでは
ないと考えます。

⻄原部会⻑

次に２８⽇間反復投与毒性について。

廣瀬委員

投与量４、１５、６０、２５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの４⽤量で⾏われておりま
して、雌では最⾼⽤量で軽い貧⾎がみられております。それからやはり最⾼⽤
量で雌雄とも腎臓の尿細管に対する毒性が出ておりまして、特に近位尿細管単
細胞性壊死あるいは再⽣的な尿細管の発現が認められております。それに加え
て、移⾏上⽪である腎あるいは膀胱の過形成も認められております。６０ｍｇ
／ｋｇ／ｄａｙ以上では肝臓に対する影響、これはそれほど強いものではあり
ませんけれども、肝⽐重量の増加という変化が認められておりますので、ＮＯ
ＥＬが１５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙということになります。

なお、この２８⽇間の試験では、内分泌、特に⽣殖系に対する影響は、⼗分な
検索が⾏われておりませんので、あるかどうか、その辺は判定できないと思い
ます。

それから、ＥＵＲＡＲによる⽂献的な検索では、肝臓あるいは腎臓に対する
同様の変化が認められておりまして、ＮＯＥＬは５０、１００ｍｇ／ｋｇ／ｄ
ａｙ、⼀番低いので、ＬＯＡＥＬになっておりますけれども、１５ｍｇ／ｋｇ
／ｄａｙというデータがあります。

２８⽇間に関しましてはそれだけです。
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⻄原部会⻑

ＮＯＥＬは１５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙが⼀番⼩さいということですね。

⽣殖発⽣についてもデータがありますが、コメント等ございませんでしょう
か。

安⽥委員

これも⽂献的にいろいろな実験がなされております。混餌、強制経⼝等々ルー
トも違いますし、観察のポイントも違っておりますけれども、⼦宮の重量の増
加、今の内分泌かく乱ということから予測されるわけですが、雌動物に対して
⼦宮重量増加等が認められておりますが、こどもへの影響としては、催奇形性
などは認められていないというところでございます。資料３３ページに記載が
ございますけれども、ＮＯＡＥＬが、例えば混餌投与の場合に１５ｍｇ／ｋｇ
／ｄａｙというような値でございます。

⻄原部会⻑

そのほかにコメント等ございませんでしょうか。

事務局（厚労省）

申し訳ございません。先ほどの構造に関して、最終報告書まで確認致しまし
た。当省の既存点検で実施した試験サンプルでは、直鎖か分岐かはわからない
のですが、オルト体のものが１０％以下であって、パラ体のものが残りだとい
うことだけは確認できました。基本的にはミクスチャーで。

⻄原部会⻑

パラ体がメジャーですね。

事務局（厚労省）

ということが、既存点検のＡｍｅｓ、染⾊体、２８⽇のサンプルはそのように
なっております。

池⽥委員

早とちりして伺っているのかもしれません。今たまたま混合体という話が出て
きたので。ＥＵのデータはミクスチャーについてだとおっしゃいましたが、ミ
ックスだという場合にも２つポイントがあって、オルト、パラに関してミクス
チャーかどうかと、９つのカーボンの並び⽅についてもミクスチャーなのかど
うかがあります。第⼆種監視化学物質相当と判断したときに、何についてその
判断をしたのか明らかにしておいた⽅がいいでしょうね。今の場合には、理解
としては、オルト、パラに関してもミックスだし、９つのカーボンの並びにつ
いてもミックスだ、そういうものについて考えている、それでよろしいのでし
ょうか。

⻄原部会⻑

それでよろしいですか。規制する場合ですね。

事務局（厚労省）

評価⽂書としては、繰り返しになりますが、ノニルフェノール⼀括で評価⽂書
が出ております。結局、今回御審議いただくのがノニルフェノール全体か、試
験サンプルが⼊っていたものだけにするか、という御意⾒でしょうか。

基本的には、評価⽂書⾃体が全部⼀括したもので出ておりますので、評価⽂書
ももちろん信⽤のある⽂献ですので、そちらも重視して⼀括での指定という⽅
向性もあるのかなと考えてはおります。それで事務局案としてはこのような形
をとっております。

渡部委員

今、池⽥先⽣のおっしゃったことについてなんですが、最初に私が、これは中
性界⾯活性剤の原料としてのノニルフェノールかどうかというのを問いかけた
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のにはかなり⼤きなあれがありまして、私も実はノニルフェノールの環境ホル
モン作⽤というので、プロジェクト研究の⼀環として、その代謝をやることに
なったわけです。代謝をやるからには、ミクスチャーを使って代謝をやるわけ
にいかないからというので、アイソマーを⼀つ⼀つメジャーなものを分離して
いったわけです。その前提として、今市販されているノニルフェノールのＨＰ
ＬＣによるアイソマーの構成⽐を調べてみましたら、てんでばらばらだと申し
上げたいですね。似たようなパターンですが、本当にばらばらだなと思ってお
ります。それを評価するということ以外に仕⽅がないのかなと。現実がそうで
すから。

⻄原部会⻑

私もパターンを⾒たことがあります。何⼗本もピークが出ています。

ただ、この試験サンプルは直鎖なんですか。それはわかるのではないですか。

事務局（厚労省）

それも確認できておりません。パラ体がメインというのだけはわかっておりま
す。

⻄原部会⻑

ということですから、もし規制するということは、全部という形になるわけで
すね。あるいはもし誰かがこれを使いたいと、特定して１種類だけというなら
ば、そのデータをもって再度申請してもらうか何かになるのですか。これは新
規物質になるのですか。

事務局（厚労省）

もちろんノニルフェノール全体が既存物質ですので、申請という形では。

⻄原部会⻑

パラで直鎖でというので物質を１つに絞った場合。

事務局（厚労省）

もし⼀括で監視物質として告⽰を⾏い規制をかけたときに、１つ特定した構造
で新たなデータが得られたときに、もう⼀度この場で審議するのか、というこ
とでしょうか。

⻄原部会⻑

既存でなくて、新規として申請できるのでしょうか。

事務局（厚労省）

新規としてはできない。ノニルフェノール全体でもともと既存物質でございま
すので。

⻄原部会⻑

私⾃⾝ちょっと不審に思っていたのは、ナトリウム塩とカリウム塩だったらで
きるわけですよね。これは屁理屈ですからやめておきます。

⼈健康の毒性のところでほかにコメント等ございませんでしょうか。

⻘⽊委員

これはあくまでも情報としてなんですが、３世代の投与試験のデータが⽰され
ておりますが、これは何代⽬に出たかとか、そういう情報はあった⽅がいいよ
うな気がするのですが、いかがでしょうか。後で記録として残るものですの
で、何世代⽬にこのような影響が出たかということが記載されていた⽅が情報
としていい。

事務局（厚労省）

先⽣がおっしゃっているのは３世代ですか。

⻘⽊委員
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３世代。何世代⽬でこういう影響が出たか。

事務局（厚労省）

３世代までやっているけど、何世代⽬でというのを明記したような形に記載し
た⽅がよろしいのではないかということですね。了解いたしました。

江⾺先⽣から補⾜いただけるかと思います。

江⾺委員

次世代と次々世代です。

⽇下委員

そうすると、１５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙをＬＯＡＥＬにしているというのも次世
代と３世代ですか。

江⾺委員

そうです。

⽇下委員

今回、ＮＯＥＬが１５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙというのとＬＯＡＥＬ１５ｍｇ／ｋ
ｇ／ｄａｙというのとは、世代というか、そもそもこっちの⽅は次世代、３世
代だから、⽐較できないですね。

江⾺委員

そうですね。

⻄原部会⻑

単純にはできないですね。かなり強いということは⾔える。弱くはないという
ことは⾔える。

ということで、⼈健康に関しては、第⼆種監視化学物質相当ということです
が、それでよろしいでしょうか。そうではないという⼈はいないと思います。

先ほどから⾔っていますように、告⽰ではノニルフェノールすべてという形に
なります。

⽣態影響の⽅は第三種監視化学物質相当ということで審議済みでありますの
で、この物質に関しては、第⼆種監視化学物質、第三種監視化学物質、両⽅と
も相当するということでよろしいでしょうか。

それでは、そのようにさせていただきます。

次の物質、３８２８であります。御説明お願いします。

事務局（環境省）

それでは御説明させていただきます。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥＣ５０値1.4
ｍｇ／Ｌ、７２ｈＮＯＥＣ値0.36ｍｇ／Ｌとなっております。ミジンコ急性遊
泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値0.40ｍｇ／Ｌ、ミジンコ繁殖阻害試験、２１ｄ
ＮＯＥＣ値0.062ｍｇ／Ｌとなっております。３７ページに移りまして、⿂類
急性毒性試験、９６ｈＬＣ５０値0.28ｍｇ／Ｌとなっておりまして、ミジンコ
急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖阻害試験、⿂類急性毒性試験の結果をもっ
て、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。

以上、よろしくお願いいたします。

⻄原部会⻑

⼈健康は第⼆種監視化学物質相当ということが告⽰済みであります。⽣態影響
に関してコメント等ございませんでしょうか。第三種監視化学物質相当である
という事務局案ですが、よろしいでしょうか。

それでは、御意⾒がないようですので、第三種監視化学物質相当ということに
させていただきます。
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その次の物質、５３３５２でジベンゾチオフェンです。説明をお願いしま
す。

事務局（環境省）

それでは３８ページを御覧ください。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥＣ５０値1.6
ｍｇ／Ｌ、７２ｈＮＯＥＣ値0.55ｍｇ／Ｌとなっております。ミジンコ急性遊
泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値0.44ｍｇ／Ｌ、ミジンコ繁殖阻害試験、２１ｄ
ＮＯＥＣ値0.054ｍｇ／Ｌとなっております。⿂類急性毒性試験、９６ｈＬＣ
５０値1.4ｍｇ／Ｌとなっておりまして、３９ページに移りまして、⿂類初期⽣
活段階毒性試験につきましては、体重と体⻑を推定根拠にしまして、ＮＯＥＣ
値が0.032ｍｇ／Ｌとなっております。

判定根拠といたしまして、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖阻害試
験、⿂類急性毒性試験、⿂類初期⽣活段階試験の結果をもって、第三種監視化
学物質相当とさせていただいております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

⻄原部会⻑

この物質に関しては、⼈健康はデータがありませんので、これからですね。⽣
態影響について今説明がありましたが、第三種監視化学物質相当ということで
すが、コメント等ございませんでしょうか。

コメントがないようですので、第三種監視化学物質相当ということにさせてい
ただきます。

その次は４８００、ジクロロベンゼンです。

事務局（環境省）

それでは４０ページを御覧ください。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥＣ５０値1.4
ｍｇ／Ｌ、７２ｈＮＯＥＣ値0.15ｍｇ／Ｌとなっております。ミジンコ急性遊
泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値1.9ｍｇ／Ｌ、ミジンコ繁殖阻害試験、２１ｄ
ＮＯＥＣ値0.21ｍｇ／Ｌとなっております。４１ページに移りまして、⿂類急
性毒性試験、９６ｈＬＣ５０値0.51ｍｇ／Ｌとなっております。

なお、いずれの試験とも３，３ʼジクロロベンジジン⼆塩酸塩で⾏っており、
毒性値については３，３ʼジクロロベンジジンに換算した毒性値で記載させて
いただいております。

⽣態影響の判定根拠につきましては、ミジンコ急性遊泳阻害試験の結果及び構
造中に芳⾹族アミンを有することと⿂類急性毒性試験の結果から、第三種監視
化学物質相当とさせていただいております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

⻄原部会⻑

この物質に関しましては、⼈健康は既に指定化学物質ということで第⼆種監視
化学物質相当ということになっております。⽣態影響に関しては、今御説明が
ありましたが、コメント等ございませんでしょうか。

コメントがないようでございますので、第三種監視化学物質相当ということに
させていただきます。

それでは、その次、４４０、４，４ʼメチレンビスベンゼンアミンです。

事務局（環境省）

それでは御説明させていただきます。４２ページを御覧ください。藻類⽣⻑阻
害試験、７２ｈＥＣ５０値１２ｍｇ／Ｌ、７２ｈＮＯＥＣ値４ｍｇ／Ｌとなっ
ております。ミジンコ急性遊泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値2.5ｍｇ／Ｌ、ミ
ジンコ繁殖阻害試験、２１ｄＮＯＥＣ値0.0052ｍｇ／Ｌとなっております。４

javascript:void(0);


３ページに移りまして、⿂類急性毒性試験、９６ｈＬＣ５０値２１ｍｇ／Ｌと
なっておりまして、⽣態影響の判定根拠としましては、ミジンコ急性遊泳阻害
試験の結果及び構造中に芳⾹族アミンを有すること、かつミジンコ繁殖阻害試
験の結果から、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

⻄原部会⻑

この物質に関しましても既に⼈健康は指定化学物質で告⽰済みであります。⽣
態影響について、今御説明のとおりですが、コメント等ございませんでしょう
か。

吉岡委員

試験の実施された時期が少し古いものですから、今のガイドラインに合わない
ところが多少ございます。これはこれまでのデータもそうですが、ただ、現在
の第三種監視化学物質相当と判定するには問題がないだろうと感じます。

⻄原部会⻑

よろしいでしょうか。

それでは、第三種監視化学物質相当ということにさせていただきます。

中杉委員⻑

それでは、最後の６つ、最初は３２６１、２，５ジクロロアニリンです。

事務局（環境省）

それでは４４ページを御覧ください。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥＣ５０値9.6
ｍｇ／Ｌ、７２ｈＮＯＥＣ値1.9ｍｇ／Ｌとなっております。ミジンコ急性遊泳
阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値1.8ｍｇ／Ｌ、ミジンコ繁殖阻害試験、２１ｄＮ
ＯＥＣ値0.032ｍｇ／Ｌとなっております。⿂類急性毒性試験、９６ｈＬＣ５
０値2.2ｍｇ／Ｌとなっておりまして、⽣態影響の判定根拠としましては、ミジ
ンコ急性遊泳阻害試験の結果と構造中に芳⾹族アミンを有すること、ミジンコ
繁殖阻害試験の結果及び⿂類急性毒性試験の結果から、第三種監視化学物質相
当とさせていただいております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

中杉委員⻑

これも芳⾹族アミン類で、ミジンコへの影響がかなり強いようですが、三監相
当という判定でございますが、コメントございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

特に御意⾒がないようですので、この物質についても事務局案どおり第三種監
視化学物質相当という判定をさせていただきます。

引き続きまして、２，４ジクロロアニリン、先ほどのものの異性体です。

事務局（環境省）

それでは４６ページを御覧ください。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥＣ５０値9.9
ｍｇ／Ｌ超、７２ｈＮＯＥＣ値1.1ｍｇ／Ｌとなっております。ミジンコ急性遊
泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値4.2ｍｇ／Ｌ、ミジンコ繁殖阻害試験、２１ｄ
ＮＯＥＣ値0.016ｍｇ／Ｌとなっております。４７ページに移りまして、⿂類
急性毒性試験、９６ｈＬＣ５０値8.1ｍｇ／Ｌとなっておりまして、⽣態影響の
判定根拠としましては、ミジンコ急性遊泳阻害試験の結果及び構造式中に芳⾹
族アミンを有すること、ミジンコ繁殖阻害試験の結果及び⿂類急性毒性試験の
結果から、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
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中杉委員⻑

先ほどの物質の異性体で、毒性もほぼ同じ傾向でございますが、コメントお願
いします。

吉岡委員

コメントというよりも、ちょっと気になっているのですが、「構造式中に芳⾹
族アミンを有すること」というのは、私どもはわかりますけれども、⼀般の⼈
にこう書いて、それがどういうことを意味しているのかということがわかるか
どうかちょっと疑問に思って、たしか基準が公開されてなかったのではない
か。

事務局（環境省）

判定基準につきましては、参考資料として付けさせていただいておりますけれ
ども、これにつきましては、公開されているものでございます。

中杉委員⻑

もう少し説明するとすると、「であり、かつ」ですか。そこの補強しているも
のだということがわかるような表現の⽅がいいかもしれませんね。だらだらだ
らっと流れていっていると、芳⾹族アミンだとだめだというふうな感じでとら
れると少しまずいように思いますので、少し⼯夫をしていただく。前のものも
そうですが、ミジンコの試験については、１〜１０ｍｇ／Ｌのところについて
は、構造からみてどうこうという議論をするということで、アミン類はそれに
該当するという判断だという流れになっていて、こういう記載がないといけな
いということになっていますけれども、そこら辺、⼯夫をしていただければと
思います。

事務局（環境省）

御指摘を踏まえまして、表現ぶりを考えたいと思います。

中杉委員⻑

判定についてはよろしいかと思いますけれども、ほかに御意⾒ございますか。

ございませんようでしたら、２，４ジクロロアニリンも⽣態影響は第三種監
視化学物質相当と判定させていただきます。

次は３，５ジメチルアニリンです。

事務局（環境省）

それでは４８ページを御覧ください。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥＣ５０値２
９ｍｇ／Ｌ、７２ｈＮＯＥＣ値5.8ｍｇ／Ｌとなっております。ミジンコ急性遊
泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値2.2ｍｇ／Ｌとなっておりまして、ミジンコ繁
殖阻害試験、２１ｄＮＯＥＣ値0.030ｍｇ／Ｌとなっております。４９ページ
に移りまして、⿂類急性毒性試験、９６ｈＬ Ｃ５０値３４ｍｇ／Ｌとなってお
りまして、⽣態影響の判定根拠につきましては、先ほど御指摘がございました
が、今の段階ではこのままという形にさせていただきまして、ミジンコ急性遊
泳阻害試験の結果と構造中に芳⾹族アミンを有することとミジンコ繁殖阻害試
験の結果から、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

中杉委員⻑

先ほどのものから、ちょっと位置は違いますけれども、クロルが２つメチルに
変わったものですが、毒性の⽅は余り変わらずに同じような毒性でございま
す。第三種監視化学物質相当という判定でございますが、コメントございます
でしょうか。

よろしいでしょうか。
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それでは、特段御意⾒ございませんようですので、３，５ジメチルアニリン
も第三種監視化学物質相当という判定をさせていただきます。

引き続きまして、ｍフェニレンジアミンです。

事務局（環境省）

それでは審査シート５０ページを御覧ください。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥ
Ｃ５０値３０ｍｇ／Ｌ、７２ｈＮＯＥＣ値１０ｍｇ／Ｌとなっております。ミ
ジンコ急性遊泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値2.0ｍｇ／Ｌとなっておりまし
て、ミジンコ繁殖阻害試験、２１⽇間ＮＯＥＣ値0.20ｍｇ／Ｌとなっておりま
す。⿂類急性毒性試験、９６ｈＬＣ５０値＞１００ｍｇ／Ｌとなっておりまし
て、⽣態影響の判定根拠としましては、ミジンコ急性遊泳阻害試験の結果と構
造中に芳⾹族アミンを有することを踏まえまして、第三種監視化学物質相当と
させていただいております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

中杉委員⻑

この物質も芳⾹族アミンということで、甲殻類に強い毒性を有することから三
監相当という判定でございますが、コメントございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

特段のコメントがないようですので、ｍフェニレンジアミンについても第三
種監視化学物質相当という判定をさせていただきます。

次はＮエチルアニリンでございます。

事務局（環境省）

それでは審査シート５２ページを御覧ください。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥ
Ｃ５０値３３ｍｇ／Ｌ、７２ｈＮＯＥＣ値3.6ｍｇ／Ｌとなっております。ミジ
ンコ急性遊泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値4.3ｍｇ／Ｌとなっておりまして、
ミジンコ繁殖阻害試験、２１ｄＮＯＥＣ値0.54ｍｇ／Ｌとなっております。５
３ページに移りまして、⿂類急性毒性試験、９６ｈＬ Ｃ５０値８０ｍｇ／Ｌと
なっておりまして、⽣態影響の判定根拠としましては、ミジンコ急性遊泳阻害
試験の結果と構造中に芳⾹族アミンを有することをあわせまして、第三種監視
化学物質相当とさせていただいております。

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

中杉委員⻑

これも芳⾹族アミンで、甲殻類のミジンコに対する毒性から第三種監視化学物
質相当という判定でございますが、コメントございますでしょうか。

特段コメントがないようでございますので、Ｎエチルアニリンについても第
三種監視化学物質相当という判定をさせていただきます。

では、最後の３，３ʼジメチルベンジジンです。

事務局（環境省）

審査シート５４ページを御覧ください。藻類⽣⻑阻害試験、７２ｈＥＣ５０値
6.3ｍｇ／Ｌ、７２ｈＮＯＥＣ値0.45ｍｇ／Ｌとなっております。ミジンコ急
性遊泳阻害試験、４８ｈＥ Ｃ５０値は、試験機関と数値が変わっておりまし
て、事務局案としましては3.9ｍｇ／Ｌとさせていただいております。ミジンコ
繁殖阻害試験、２１ｄＮＯＥＣ値0.26ｍｇ／Ｌとなっております。５５ページ
に移りまして、⿂類急性毒性試験、９６ｈＬ Ｃ５０値１３ｍｇ／Ｌとなってお
ります。⽣態影響の判定根拠としましては、ミジンコ急性遊泳阻害試験の結果
及び構造中に芳⾹族アミンを有することをあわせまして、第三種監視化学物質
相当とさせていただいております。
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以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

中杉委員⻑

これも芳⾹族アミンで、ほぼ似たような毒性、甲殻類に対する毒性があること
から、第三種監視化学物質相当という判定でございますが、コメントございま
すでしょうか。

特段コメントがないようですので、３，３ʼジメチルベンジジンについても、
事務局案どおり、第三種監視化学物質相当という判定をさせていただきます。

これで⼀応既存化学物質の審議は終わったということで、議題の２は終了させ
ていただきまして、議題の３「その他」ということで、第⼀部の最後に事務局
から何かありますでしょうか。

事務局（環境省）

特段ございません。

中杉委員⻑

それでは、今⽇は１物質について次回持ち越しということになりましたけれど
も、本⽇の審議会の第⼀部はこれで終了させていただきます。

以上
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