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事務局（環境省）
それでは、まだお⾒えになられていない先⽣⽅もいらっしゃるようですが、定刻となりましたので、恐縮でございますが、ただいまから

平成１８年度第４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５６回審査部会、第５９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、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な伝達⼿続きは、それぞれの省により異なっておりますが、化審法第４１条に基づきます新

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いたしまして、午後１時から午後３時４５分までを第⼀部と

いうことで、既存化学物質の審議をよろしくお願いいたします。
第⼀部終了後、休憩を挟みまして、第⼆部としまして新規化学物質の審議を⾏いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、現在地球温暖化防⽌及び省エネルギーに資するため、夏季の軽装に政府全体として取り組んでいるところでございます。本⽇の会

議につきましても事務局は軽装にて対応させていただいておりますが、先⽣⽅におかれましては御理解のほどを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⾏いたいと思います。
配布資料、資料１－１としまして、前回既存化学物質審査シートでございます。
それから、右肩に資料１－３となっておりますが、これは誤植でございます。資料１－２としまして、前回の議事録でございます。
それから、資料２－１といたしまして、ＯＥＣＤテストガイドライン２０１の改定に伴う化審法藻類⽣⻑阻害試験法及び判定基準の改定

について（案）というもの。
それから、資料２－２としまして、藻類⽣⻑阻害試験に係る化審法テストガイドラインの変更についてという、Ａ４の横になったもので

ございます。
資料２－３といたしまして、藻類⽣⻑阻害試験法改定に伴う第三種監視化学物質の判定基準の⾒直しについて。
資料３－１としまして、既存化学物質点検（分解・蓄積）の結果資料。
資料３－２としまして、既存化学物質審査シート（⼈健康影響・⽣態影響）。
資料３－３としまして、既存化学物質の⼈健康影響に関する情報、これは資料の肩に番号がついてないかもしれませんが、これは資料３

－３としてください。
それから、資料３－４といたしまして、既存化学物質の⽣態影響に関する情報。
以下は参考となります。
参考１としまして、委員名簿。
参考２－１としまして、監視化学物質の該当性の判定等に係る試験⽅法及び判定基準。
参考２－２としまして、⽔溶性ポリマーの⽣態毒性について。
参考３といたしまして、既存化学物質審査物質に係る分解性・蓄積性データ。
以上でございます。資料に不⾜等ございましたら、事務局の⽅までお申し出願います。

事務局（経済産業省）
続きまして、７⽉１⽇付けで経済産業省の⽅で⼈事異動がございましたので、御挨拶させていただきます。

事務局（経済産業省）
経済産業省の化学物質安全室⻑の森⽥でございます。
きょうは、⾜元の悪い中、⼤変厳しい状況で御参集いただきまして、⼤変ありがとうございます。３省の事務局を代表しまして、厚く御

礼を申し上げます。
本⽇、⻑時間にわたる御審議をいただくことになりますが、ぜひともよろしく御審議のほどお願いしたいと思います。
簡単でございますが、よろしくお願いいたします。

事務局（環境省）
それでは、議事進⾏の⽅を中杉委員⻑、よろしくお願いいたします。

中杉委員⻑
それでは、本⽇は既存化学物質の審査でございますが、初めに本⽇の会議の公開の是⾮についてお諮りしたいと思います。
各審議会の公開につきましては、それぞれ規定があるところでございますけれども、本⽇の会議のうち、第⼀部につきましては公開する

ことにより、公正かつ中⽴な審議に著しい⽀障を及ぼす恐れがある場合、または特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらす恐れがあ
る場合等、⾮公開とするべき場合には該当しないと考えております。それで、第⼀部につきましては公開したいと思っておりますが、いか
がでございましょうか。
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（「異議なし」の声あり）

中杉委員⻑
よろしいでしょうか。
それでは、本⽇の第⼀部は公開とさせていただきます。
なお、公開の会議の議事録は、後⽇ホームページ等で公開されますので、あらかじめ御承知おきお願いいたします。
それでは、今⽇は盛りだくさんでございますので、早速議題に⼊りたいと思います。
議題の１で、前回審議結果の確認について、でございます。
事務局から資料の御説明をお願いいたします。

事務局（環境省）
前回審議結果につきましては、委員の先⽣⽅からいただきました御指摘を踏まえまして、資料１－１及び１－２のとおり、審査シート、

議事録等を取りまとめさせていただいております。
もし、この内容に関しまして御意⾒等ございましたら、本⽇の会議終了までにお申し出いただければと思っております。
もし、御意⾒等がございませんようでしたら、内部の⼿続きが終了次第、各省のホームページ上で公開という⼿続きにさせていただけれ

ばと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局（厚⽣労働省）
引き続きまして、前回保留の１物質につきまして、御報告を申し上げます。
資料１－１の１２ページ、１３ページを御覧ください。
４－クロロ－ο－クレゾールでございますが、⼈健康影響につきまして、前回、判定を保留とさせていただいたところでございます。
１３ページの下の「⼈健康影響判定根拠」というところを御覧いただきたいのですが、その上にございます⼩核試験が陽性のものと、陰

性のものとがございました。これらはＳＩＡＲより引⽤したものでございますが、特定情報がないと判定できないのではないかというとこ
ろでございましたので、追加の情報収集を⾏い、再度審議するということにされたところでございます。

事務局の⽅で、こちらの２試験につきまして調査をいたしましたところ、企業内データだそうで、現在のところ、残念ながらデータを得
ることができませんでした。

ということで、こちらの件につきましては、今後引き続いてこの⼩核試験のデータが⼊⼿可能であるか、または他の試験などのデータが
あるかどうかにつきまして調査を⾏いたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。

中杉委員⻑
よろしいでしょうか。今の御説明について。
それでは、議題の１はそこまでにしまして、議題の２の試験法・判定基準の改正について、これもまず資料の説明を事務局からお願いい

たします。

事務局（環境省）
御説明いたします。資料２－１、２－２、２－３にしたがいまして御説明させていただきます。
現在、第三種監視化学物質の判定に⽤いております藻類⽣⻑阻害試験の改定に係る件でございます。
まず、資料２－１を御覧いただけますでしょうか。現在、化審法の⽅で使⽤しております藻類⽣⻑阻害試験法に関しましては、ＯＥＣＤ

のテストガイドラインの２０１というもの、これにしたがって作成をしております。
具体的には、平成１５年に化審法の試験法を定めた、当時の最新情報でありましたテストガイドライン２０１の２００２年６⽉バージョ

ンというものをもとに作成をしておりました。その後、このテストガイドライン２０１に関しまして、ＯＥＣＤの⽅で改定作業が進められ
まして、今年７⽉の初め、７⽉５⽇付けで公表という運びになったところでございます。

このＯＥＣＤテストガイドラインに関しましては、ＯＥＣＤ条約に基づく理事会決定ということがありまして、加盟国がこのガイドライ
ンに沿った対応をしていくことになるということで、この改定版のテストガイドライン２０１というものが、今後国際的なスタンダードに
なっていく。もちろん、我が国においてもこれに従っていく必要があるということでございまして、このテストガイドライン２０１の改定
を踏まえた化審法のテストガイドラインの改正ということを御議論いただきたいという趣旨でございます。

特に、今回のＯＥＣＤの⽅の改定の内容のうち、特に⼤きなポイントとしまして、毒性値の算出⽅法を変更するということがございま
す。

具体的には、ちょっと資料が⾶ぶのですけれども、資料２－３の５ページ、６ページに、少しその算出⽅法の説明を載せておりますの
で、御覧いただけますでしょうか。これまでのガイドラインにおきましては、⾯積法と速度法という２つの⽅法を両⽅併記という格好で取
り扱っておりました。これを、今般の改正におきましては⾯積法を廃⽌、完全にその記述を削除して、速度法に⼀本化するということにな
っております。

この⾯積法と速度法の違いについて、簡単に御説明申し上げます。６ページの⽅を⾒ていただきますと、グラフがありまして、その⽅が
わかりやすいかと思うのですが、時間を横軸に取りまして、縦軸に藻類の⽣物量をとる。その場合に、⽣⻑曲線が描けるわけなのですけれ
ども、この⽣⻑曲線の下の⾯積をとる。左側の図１、この⾯積を対照区と、それから試験の濃度区とそれぞれ⽐較をして、その差で毒性値
を⾒ていくというものが⾯積法でございます。

⽚や速度法は、⽣⻑曲線を対数グラフ上で書きまして、指数関数的にふえていく藻類ですので、直線に載ってくるわけなのですけれど
も、その傾きの⼤きさ、その傾きの違いを⽐較することによって物質の影響を調べるというものでございます。

今回のＯＥＣＤの改定の議論の中では、この左の⽅の⾯積法でございますが、⾯積それ⾃体には科学的な根拠はないということでありま
して、指数関数的に増殖する藻類に対する影響を調べるのであれば、右側の速度法に従うのが科学的にはそれが正しいのであろうと、そう
いう議論でございまして、速度法に⼀本化しようということでございます。

これを踏まえまして、現在、化審法に基づく試験法と、それから判定基準と２つあるのですけれども、まず試験法の⽅を今回のＯＥＣＤ
テストガイドラインの改定に伴って改正をしたいというものが資料２－２になります。

資料２－２が横置きになっておりますけれども、１ページから８ページまでが横置きになっておりまして、表の格好で、現⾏の化審法テ
ストガイドラインの記載、そこに関連するテストガイドライン２０１改定版の英語の記載、それを踏まえたテストガイドラインの改定案。
⼀番右に補⾜説明ということで⼊れております。



先ほど申し上げました毒性値の算定⽅法のほかに、軽微な修正がいろいろ⼊っておりますので、それも踏まえてこの際、改正をしたいと
思っております。

９ページ以降に、今度は縦置きになりまして、実際の現在定めております試験法を⾒え消しの格好で直させてもらったものがありますの
で、こちらの⽅がむしろわかりやすいかもしれません。

９ページから⾒ていただきますとわかるとおり、例えば９ページの上の⽅で、供試⽣物の学名が変更になっているということがありまし
て、それを踏まえた修正でありますとか、⽤語の定義等の修正がございます。

⼀番⼤きな修正が、先ほど申し上げたとおり、１２ページから１３ページになりますけれども、結果の算出⽅法というところで、１２ペ
ージの下から１３ページにかけて、⾯積の⽐較という部分に係る記載をすべて削除するというような格好で、改定版のＯＥＣＤテストガイ
ドライン２０１にならったテストガイドラインに変更したいと思っております。

続きまして、判定基準の⽅でございます。資料２－３になりますけれども、従来、藻類の判定に関しましては、そもそもこの第三種監視
化学物質の判定基準は、急性毒性を⾒ることはもちろんなのですけれども、同時にその第三種監視化学物質という規制の内容を考慮します
と、急性毒性値そのものに加えまして、慢性毒性もあわせて評価できるような基準になるべきであると、そういう考え⽅に則っておりまし
て、これまで設定されてきておりました判定基準に関しましては、急性毒性値と慢性毒性値の⽐、ＡＣＲ、アキュート・クロニック・レシ
オに基づいてその判定基準の数字を決めると、そういう議論をしていただいていたところでございます。

今般、試験法の改正に伴いまして若⼲問題が出てきますのは、現在定められております藻類の判定基準が、⾯積法で定められた数字を基
に設定されていた。今後、速度法で⼀本化されるというときに果たしてその数字をそのまま使っていいのかどうかという、そういう疑問が
ございます。

この点に関しましては、ＯＥＣＤにおける議論の中でも指摘がございまして、先ほどの資料２－３の６ページの下の⽅に少し書かせても
らっているのですけれども、⾯積法から得られる毒性値は、速度法から求めたものよりも⼩さい傾向、すなわち毒性値が⼩さいということ
は、毒性が強いといいますか、⾯積法の⽅が⾒た⽬、強めに出るというような傾向があるというようなことが指摘をされております。

こういうことを踏まえまして、過去にこの現在の判定基準を定めるに当たって⾏われていた議論、⾯積法に基づいて、⾯積法を⽤いて⾏
われていた議論を再度、速度法のデータを⽤いてやり直すとどうなるかということを⾒たものが資料２－３でございます。

結論のところを⾒ていただきたいと思うのですけれども、資料２－３の２ページから３ページにかけて結果を⽰させていただいておりま
す。

３ページのこのグラフが⾯積法を⽤いた毒性値、それから速度法を⽤いた毒性値、それぞれのＡＣＲ、急性慢性毒性⽐を、累積度数で分
布を並べたものでございます。グラフの下が⾯積法、上が速度法ということでございまして、⾒ていただきますとわかるとおり、ＡＣＲで
⾒ますと、⾯積法よりも速度法の⽅が⼤きめに出る傾向にあるということでございます。

従来の判定基準、藻類につきましては、１ｍｇ／Ｌという基準をしておったのですけれども、それにつきましては、この累積度数を⾒ま
して、概ね９割程度、⼤部分の化学物質を抑えることができるＡＣＲというのはどのぐらいかという議論をいただきまして、ＡＣＲで⾒る
と１０程度でありまして、慢性毒性値の0.1を確保するために、ＡＣＲの１０で掛けまして、１ｍｇ／Ｌと、そういう規制値、判定基準値
の設定根拠になっていたわけでございますが、これを速度法で⾒ていきますと、例えば９０パーセンタイル値ということで⾒ていきます
と、１０ではなくて、むしろ、ＡＣＲで⾔うと２０ぐらい。

逆に、従来のＡＣＲ１０という考え⽅をそのまま適⽤するとしますと、この速度法の、今あらわれているデータでは、概ね７割弱ぐらい
の確率しかカバーできなくなってしまう。２割強が漏れてしまう恐れがあるということでございまして、この結果を踏まえまして、判定基
準を改正、数字の改正をしたいということでございます。

具体的な判定基準の改正案が４ページでございます。先ほど申し上げたとおり、速度法で⾒ていきますと、急性慢性毒性⽐、ＡＣＲは概
ね２０以下、概ねといいますのは、⼤体９割程度の化学物質について２０以下というのが確保できるということでございまして、それを踏
まえまして、現⾏の判定基準、概ね１ｍｇ／Ｌというところで線を引いていたものを、速度法に基づくＥＣ５０値が概ね２ｍｇ／Ｌ以下と
いうことで改定をしたいと考えています。

⾒た⽬、いわば基準の強化というようなことに⾒えてしまうのですが、先ほど申し上げたとおり、この違いにつきましては、⾯積法と速
度法、それぞれの算出⽅法の違いによって出てくるものと御理解いただければと思っております。特段、規制の強化というふうには、こち
らとしては考えておりません。

実際に、これまで第三種監視化学物質判定をいただいていた物質、あるいはいただかなかった物質について、この新しい改定案で当ては
めて確認をしてみましたが、この基準の改定によって、例えばこれまで第三種監視化学物質判定を受けていたものが第三種監視化学物質で
なくなる。あるいは、逆に第三種監視化学物質判定を受けなかったものが第三種監視化学物質になってしまうという事例は⾒られておりま
せん。

今後出てくる試験法は、いずれにしてもＯＥＣＤガイドラインが変わってしまったということで、⾯積法の数字はもうついてこなくな
る、速度法のみになるということを踏まえましても、こういう対応をとらせていただければと思っております。

なお、余り例はないのかもしれませんが、過去に⾏われた試験成績結果を付けてきていて、かつ、もちろん⽣⻑曲線があれば、⾯積法も
速度法も両⽅とも算出は可能なのですが、たまたま⽣⻑曲線がもう描けなくて、⾯積法で得られた結果しかないと、そういう過去のデータ
がもしあった場合なんですけれども、そういった場合はもう、⾮常に例外的な措置といいますか、致し⽅ないので、⾯積法に基づいて、こ
れまでの判定基準に従って判断するというような事例が出てくるかもしれませんが、いずれにしても、そういう場合、ケース・バイ・ケー
スで御判断をいただければと思っております。

御説明は以上でございます。御意⾒等をいただければ幸いでございます。

中杉委員⻑
ただいまの説明について、御意⾒、御質問等はございますでしょうか。
いかがでございましょう。
よろしいでしょうか。このような形で改正をしたいということでございます。
特段の御意⾒がないようですので、事務局案を御了承いただいたものとさせていただきます。どうもありがとうございました。
それでは、今後の⼿続きについて、事務局から説明をお願いします。

事務局（環境省）
ただいま⾒ていただきましたもののうち、資料２－２、試験法の改定に関しましては、この試験法は３省の通知で定めているものでござ

いまして、従前もそうだったのですけれども、この数値を改正するに当たっては、パブリックコメントの⼿続きを経まして、その結果を踏



まえて改正という、そういう⼿続きを進めさせていただきます。
また、資料２－３につきましては、これは判定基準なんですけれども、今この審議会における資料という、そういう位置づけでございま

すので、ただいま御了解をいただいた内容で、以後は対応をしていきたい。具体的には、第三種監視化学物質判定をいただくときも、速度
法のデータを⽤いて御判断をいただくということにさせていただければと思っております。

以上です。

⻄原部会⻑
それでは、次の議題３の、既存化学物質の審議に⼊らせてもらいます。
まず、（１）の分解性・蓄積性について、事務局から、資料３－１に基づいて御説明をお願いします。

事務局（経済産業省）
それでは、資料３－１に基づき、既存化学物質点検（分解・蓄積）資料につきまして説明させていただきます。それでは、お⼿元の資料

３を御覧ください。
まず、真ん中１ページ⽬の５物質と、次の２ページ⽬の上の１物質、計６物質につきまして、説明させていただきます。
まず、３枚めくっていただいて、右下１ページ⽬を御覧ください。
１物質⽬ですが、３－１６４２、アセトアセト－ο－アニシジドです。
本物質は、４週間の分解度試験を実施しておりまして、ＢＯＤ平均分解度は２７％、ＴＯＣが平均で３６％、ＨＰＬＣが平均で１００％

となっております。
本物質はすべて消失し、アセト酢酸部分は微⽣物により分解されましたが、ο－アニシジンは微⽣物により分解されず、平均で９９％残

留しております。これは、アセト酢酸部分が微⽣物により分解されるまでの期間が⻑かったために、ο－アニシジンの分解に関与する微⽣
物が誘導されるまでの⼗分な時間がなく、良分解性の判定を受けているο－アニシジンが分解されないまま培養が終了したものと推測して
おります。

事務局案としましては、良分解性とさせていただいております。
続きまして、２ページ⽬を御覧ください。５－０１３０、インドールです。
こちらも、４週間の分解度試験を実施しておりまして、ＢＯＤ平均分解度は９１％、ＴＯＣ平均分解度は９８％、ＨＰＬＣ平均分解度は

１００％となっております。
汚泥系において、被験物質のＨＰＬＣクロマトグラム上に新たな変化物は検出されておらず、被験物質は微⽣物により分解されたと考え

ております。
なお、アンモニア態窒素が、平均で約７２％検出されたことから、被験物質中の窒素はアンモニア態窒素に変換されたと考えておりま

す。
事務局案としては、良分解性とさせていただいております。
続きまして、３ページ⽬を御覧ください。４－０５９３、α－ピネンです。
こちらも、４週間の分解度試験を実施しております。ＢＯＤ平均分解度は９２％、ＧＣ平均分解度は１００％となっております。
本物質も微⽣物により分解され、⽔系、汚泥系ともに、ＧＣクロマトグラム上に被験物質以外のピークは認められず、変化物のピークは

検出されませんでした。
事務局案としては、良分解性としております。
続きまして、３ページ⽬を御覧ください。２－２９０４、亜リン酸トリエチルです。
こちらも、４週間の分解度試験を実施しており、ＢＯＤ平均分解度が７５％、ＴＯＣ平均分解度が８６％、ＧＣ平均分解度が１００％と

なっております。
本物質は⽔中で変化し、エタノール、亜リン酸ジエチル、亜リン酸モノエチル、亜リン酸及びリン酸を⽣成し、残留しております。
汚泥系においてエタノールは検出されず、亜リン酸ジエチルと亜リン酸モノエチルの⼀部が残留しております。
本件については、判定案としては保留とし、ＯＥＣＤテストガイドライン３０２Ｃによる分解度試験、いわゆる逆転法での再試験を実施

する案とさせていただいております。
続きまして、５ページ⽬を御覧ください。２－１８４８、ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン酸）ＮＮ－チオカルバモイルチオ亜

鉛です。
本物質は、ＰＲＴＲ対象物質の第⼀種指定化学物質に指定されております。
本物質も、４週間の分解度試験を実施しておりまして、ＢＯＤ平均分解度は０％、被験物質分解度は、各種溶媒への溶解性が悪く、速や

かに変化するため、適切な分析条件を確⽴することができなかったため、算出しておりません。
被験物質はすべて変化し、２－イミダゾリジンチオン、ジメチルジチオカルバミン酸、ジメチルアミン、⼆硫化炭素、及び亜鉛を含む不

明変化物を⽣成しましたが、いずれも微⽣物で分解されず、残留しております。
事務局案としては、難分解性としております。
なお、本物質は、構造不明物を⽣成しているため、濃縮度試験においてどのような試験が可能か、検討の上、実施したいと考えておりま

す。
続きまして、最後になりますけれども、６ページ⽬を御覧ください。２－２３６６、ペルフルオロヘプタンです。
本物質は、クローズド・ボトル法による４週間の分解度試験を実施しておりまして、ＢＯＤ平均分解度が６％、ＧＣによる平均分解度が

０％となっております。
⽔系、植種源系、ともに被験物質はほぼ理論量残留し、ＧＣクロマトグラム上に被験物質及び不純物以外のピークは認められませんでし

た。
事務局案としては、難分解性とさせていただいております。
以上、６物質につきまして、審議をよろしくお願いいたします。

⻄原部会⻑
ただいまの６物質に関しまして、御意⾒、御質問等ございませんでしょうか。
最初の３物質が良分解、４物質⽬が逆転法指⽰ですね。
お願いします。



北野委員
最初の物質ですが、ο－アニシジンが分解していないということで、ＢＯＤのチャートを⾒ますと、ゼロですが上昇傾向にありますの

で、その辺も加味して、分解するだろうということでよろしいと思います。
それから、２つ⽬のピネンのコメントに、ガスクロマトグラフィーで恐らく分析しているのでしょうが、変化物のピークが検出されなか

ったと、それは、確かにそれはそれで結構なのですが、もしこういうことを証明したかったら、私はガスクロマトグラフィーよりも液体ク
ロマトグラフィーを使うべきではないかと思います。

確かにこの場合は、紫外吸収をもたないので、液体クロマトグラフィーは使いづらいことはわかるのですが、やはりガスクロマトグラフ
ィーというのは、条件によって出たり出なかったりしますから、変化物云々を議論するのだったら、液体クロマトグラフィーで考えるべき
ではないかと思います。

⻄原部会⻑
ＢＯＤで９０％以上なので。⽔溶性のものにはなっているのでしょうね。

北野委員
はい。結構です。

⻄原部会⻑
ほかにございませんでしょうか。⽶澤先⽣。

⽶澤委員
６ページの１４２９なんですが、ペルフルオロヘプタンですね、この物質が、実際にチャートを⾒ますと、複数のピークが出ているよう

ですので、濃縮試験をやります際に、この後の段階で、この判定結果はこれでよろしいと思うのですが、後の濃縮試験をやる際に、成分の
同定をできれば確認をして、できるだけやれる範囲で結構ですから、やっていただきたいと思います。

⻄原部会⻑
という意⾒が出ましたが、よろしいでしょうか。
これに関連して、判定とかそれは関係ないのですけれども、⽤途は、これはフロンの代替物ということですかね。

事務局（経済産業省）
⽤途の⽅は調べたのですがわかりません。余り使われていないのではないかと直感的に思っています。

⻄原部会⻑
その辺がちょっとね。
そのほかの先⽣⽅から、御意⾒等ございませんでしょうか。
それでは、この６物質に関しては、事務局案どおりということにさせていただきます。
それでは、続きまして、次の説明をお願いします。

事務局（経済産業省）
続きまして、６物質ほどまとめて御説明申し上げます。
お⼿元の資料の７ページでございます。整理番号のＫ－１４４４、４－アミノジフェニルアミンでございます。
こちら、４週間の試験を⾏っておりまして、ＢＯＤ平均分解度０％、ＨＰＬＤ１００％でございます。
試験溶液中で被験物質は完全に変化いたしまして、ここの備考欄の記載にありますように、汚泥と被験物質の系では、４－ヒドロキシジ

フェニルアミン、ｐ－フェニルベンゾキノン＝イミン、アニリン、それと不明の変化物が８物質ほど検出されております。
事務局案といたしましては難分解性と思われます。
今後の濃縮度試験につきましては、被験物質が完全に変化しておりますので、また、変化物の⼀部がまだ未同定のため、今後引き続き濃

縮度試験の被験物質については検討してまいりたいと思っております。
続きまして、８ページでございます。整理番号はＫ－１６４６、ペルフルオロ（ブチルテトラヒドロフラン）でございます。
こちらは、分解度試験、４週間実施しておりまして、ＢＯＤの平均分解度０％、ＧＣ分解度０％ということで、事務局案といたしまして

は難分解性かと思われます。
続きまして、９ページでございます。Ｋ－１７３８、ペルフルオロ－Ｎ－メチルモルホリンでございます。
こちらは、４週間のクローズド・ボトル法での試験を実施しておりまして、ＢＯＤ平均分解度０％、ＧＣ分解度０％ということで、難分

解性かと思われます。
続きまして、１０ページでございます。Ｋ－１７３９、ペルフルオロ－１，２－ジメチルシクロヘキサンでございます。
こちらも４週間の分解度試験を実施しておりまして、ＢＯＤ平均分解度０％、ＧＣ分解度０％ということで、事務局案といたしましては

難分解性かと思われます。
続きまして、１１ページでございます。整理番号Ｋ－１７５４、１，４－ジクロロブタンでございます。
こちらも分解度試験を４週間実施してございまして、ＢＯＤ平均分解度７％、ＧＣ分解度０％ということで、難分解性かと思われます。
こちらにつきましては、⽔に溶解性がありますし、界⾯活性がないということから、今後、濃縮度試験につきましては、分配係数試験を

実施したいと考えております。
続きまして、１２ページでございます。整理番号Ｋ－１７５５、１，１－ビス（４－ヒドロオキシフェニル）－シクロヘキサンでござい

ます。
こちらは分解度試験を４週間実施しておりまして、ＢＯＤ平均分解度０％、ＨＰＬＣ分解度２％ということで、難分解性かと思われま

す。
以上、６物質につきまして、御審議をよろしくお願いいたします。

⻄原部会⻑



ただいまの６物質、１４４４から１７５５まで、いずれも難分解性という事務局案ですが、御質疑等ございませんでしょうか。

⽶澤委員
２つ⽬の物質、Ｋ－１６４６、８ページ、これにつきましても、先ほどの被験物質と同様に、複数の組成成分があるようですので、内容

が同定できる範囲で結構ですから、努⼒していただければと思います。濃縮度試験にかかる前にですね。結果の判定に関しては難分解性で
よろしいかと考えます。

⻄原部会⻑
よろしいでしょうか。ほかの先⽣から、何かございませんでしょうか。
それでは、この６物質に関しては、判定としては難分解性である。後続試験のうちで、濃縮度試験や分配係数試験の前に、未同定の物質

の同定ということもやるということも⼊っていますけれども、これ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。
では、続きまして、あと１７５７から、御説明をお願いします。

事務局（経済産業省）
整理番号Ｋ－１７５７から、続けて６物質説明いたします。資料右下のページ数、１３ページを御覧ください。
４－０１１２、Ｎ，Ｎで始まりますジアミノジフェニルメタンでございます。
４週間の分解度試験を実施しておりまして、ＢＯＤ平均分解度は０％、ＨＰＬＣによる平均分解度は６６％となっております。
本物質は、試験液中で⼀部加⽔分解し、ＬＣ－ＭＳによる定性分析の結果、資料の右下に⽰しますように、エポキシドが開環したさまざ

まな⽔溶性変化物が残留していることが確認されました。以上により、難分解性とさせていただいております。
続きまして、資料の１４ページを御覧ください。５－３８６０、シアヌル酸トリフェニルでございます。
４週間の分解度試験が実施されておりまして、ＢＯＤ平均分解度は０％、ＨＰＬＣの平均分解度は４％となっております。
事務局案としては、難分解性としております。
続きまして、資料の１５ページを御覧ください。３－０５４０、２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ｓｅｃ－ブチルフェオールでござ

います。
４週間の分解度試験が実施されておりまして、ＢＯＤ平均分解度は０％、ＨＰＬＣの平均分解度は２％になっております。
ＬＣ－ＭＳによる定性分析の結果、クロマトグラム上に被験物質以外に変化物由来と思われるピークが検出されております。しかし、変

化物の構造推定には⾄りませんでした。
また、被験物質の⼀部はソーダライムに吸着していることが確認されております。
以上のことから、事務局案としては難分解性とさせていただいております。
続きまして、１６ページを御覧ください。５－３０９０、名称は資料のとおりの物質でございます。
４週間の分解度試験が実施されておりまして、ＢＯＤ平均分解度は０％、ＨＰＬＣの平均分解度は１％となっております。
以上のことから、事務局案としては難分解性とさせていただいております。
続きまして、６物質⽬の物質は、資料の１７ページを御覧ください。４－１２６３、１，４－ビス（イソプロピルアミノ）アントラキノ

ンでございます。
４週間の分解度試験が実施されておりまして、ＢＯＤ平均分解度は１％、ＨＰＬＣ平均分解度は０％になっております。
以上のことから、事務局案としては難分解性としております。
資料の１８ページを御覧ください。
９－１３０６、名称及び構造式は資料のとおりでございます。
４週間の分解度試験が実施されておりまして、ＢＯＤの平均分解度は０％、ＨＰＬＣによる平均分解度は１％となっております。
以上のことから、難分解性としております。
以上、６物質、御審議お願いいたします。

⻄原部会⻑
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの６物質に関して、いずれも難分解性という判定ですが、コメント等ございませんでしょうか。
⽶澤先⽣。

⽶澤委員
すべて難分解ということには賛成です。
ただ、試験項⽬に関して１つコメントさせていただきたいと思います。１５ページの１７６０、それから１７ページの１７６３、この各

物質につきましては、対⽔溶解度の限界がありません。それで、濃縮試験を始めるとするならば、この辺についての限界も把握されておい
ていただきたいということを希望します。

⻄原部会⻑
よろしいでしょうか。
そのほかの先⽣⽅から何かコメント等、ございませんでしょうか。
それでは、ございませんようですので、この６物質に関しても、事務局案どおり、難分解性という判定とさせていただきます。
では、次の物質、お願いいたします。

事務局（経済産業省）
続きまして、６物質、説明させていただきます。
資料の１９ページを御覧ください。整理番号Ｋ－１３０４のｔｅｒｔ－ブチルペルアセタートでございます。
本物質につきましては、４週間の分解度試験が実施されておりまして、ＢＯＤ平均分解度１４％、ＧＣ平均分解度１００％となっており

ます。
被験物質はすべて消失し、ｔｅｒｔ－ブチルアルコールを⽣成し、１００％残留しております。



また、酢酸につきましては、すべて⽣分解し、残留はありませんでした。ＢＯＤ平均分解度１４％は、この酢酸の⽣分解に相当するもの
でございます。

以上から、この物質は難分解性であると考えられます。
次に、蓄積性ですが、本被験物質がすべて消失し、ｔｅｒｔ－ブチルアルコールが１００％残留していますことから、ｔｅｒｔ－ブチル

アルコールから類推としました。
ｔｅｒｔ－ブチルアルコールの濃縮度試験結果といたしまして、第１濃度区で0.5倍未満、第２濃度区で５倍未満となっております。
以上から、本被験物質は、難分解性かつ⾼濃縮性ではないと考えられます。
さらに、ｔｅｒｔ－ブチルアルコールにつきましては、既に第⼆種監視化学物質判定をしておるところでありまして、当該被験物質につ

きましても第⼆種監視化学物質相当と考えます。
続きまして、２１ページを御覧ください。整理番号Ｋ－１５９６です。Ｎ－ステアリル－Ｄ－グルコンアミドでございます。
本物質は、平成１４年５⽉２９⽇開催の審査部会におきまして、難分解性の判定がなされております。
蓄積性につきましては、２２ページですが、定常状態における濃縮倍率といたしまして、第１濃度区７９０倍、第２濃度区７３０倍とな

っております。
以上のことから、本物質は難分解性かつ⾼濃縮性ではないと考えられます。
続きまして、２３ページを御覧ください。整理番号Ｋ－１６２６、１－アミノエチルピペラジンでございます。
本物質につきましても、平成１６年５⽉２８⽇に開催されました審査部会におきまして、難分解と判定されております。
蓄積性につきましては、分配係数から類推いたしました。今回⾏われましたＨＰＬＣ法によります１－オクタノール／⽔分配係数としま

しては、ｌｏｇＰｏｗは0.3未満と測定されました。
以上のことから、本物質は難分解性かつ⾼濃縮性ではないと考えられます。
続きまして、２５ページを御覧ください。整理番号Ｋ－１６６２でございます。５－（１－メチルエチル）イミダゾリジン－２，４－ジ

オンでございます。
本物質につきましても、平成１５年３⽉２４⽇開催の審査部会におきまして、難分解性と判定されております。
蓄積性につきましては、分配係数から類推しております。今回⾏われましたＨＰＬＣ法によりまして、１－オクタノール／⽔分配係数、

ｌｏｇＰｏｗは0.5未満と測定されております。
以上のことから、本物質につきましては難分解性かつ⾼濃縮性ではないと考えられます。
続きまして、２７ページを御覧ください。整理番号Ｋ－１６８６、２－エチルヘキシル＝⽔素＝（２－エチルヘキシル）ホスホナートで

ございます。
本物質につきましては、平成１６年５⽉２８⽇開催の審査部会におきまして、難分解性と判定されております。
蓄積性につきましては２８ページを御覧ください。ばく露期間における濃縮倍率といたしまして、第１濃度区で0.6〜2.5倍、第２濃度区

で６倍〜２６倍となっております。
以上のことから、本物質は難分解性かつ⾼濃縮性ではないと考えられます。
続きまして、２９ページを御覧ください。整理番号Ｋ－１６８８、２，２，６，６－テトラメチル－４－オキソピペリジンでございま

す。
本物質は、平成１６年１⽉３０⽇開催の審査部会におきまして、難分解性と判断されております。
蓄積性につきましては、分配係数から類推しました。今回⾏われましたＨＰＬＣ法によりまして、１－オクタノール／⽔分配係数、ｌｏ

ｇＰｏｗは0.6と測定されております。
以上のことから、本物質も難分解性かつ⾼濃縮性ではないと考えられます。
以上、６物質の御審議、よろしくお願いいたします。

⻄原部会⻑
ただいまの６物質に関しまして、委員の先⽣からコメント等ございませんでしょうか。
⽶澤先⽣、お願いします。

⽶澤委員
出た結論については、異議はありません。ただ、質問すると、１つは事務的なものなんですけれども、今⽇いただきましたこの資料が公

式な形で残るとしましたら、分配係数から判定しているものにつきまして、その計測値が、平均値の記述しか、このページ上は残りませ
ん。そういうことで、何か実測値の値を記載できるようなやり⽅について⼯夫をしていただけるとありがたいなということを希望します。

ほかの先⽣から、ただいまの１６８８まででコメント等はございますか。
北野先⽣。

北野委員
Ｋ－１３０４ですが、最初のパーオキサイドです。あとのデータを⾒ていますと、ＤＯＣをちゃんと検出しているんですよね。これは⽔

に溶ける物質なので、試験法上はたしかＤＯＣからの分解度を出さないといけないのではなかったでしたかね、ルールとしては。そうでは
なかったですか。⽔に溶ける場合は、ＤＯＣからの分解度というのは出すのがルールではなかったでしたっけ。

事務局（経済産業省）
本物質は、⽔には溶解しますけれども、ソーダライムの⽅に⼀部吸着していまして、完全に、被験液とソーダライムの⽅に残留していま

すので、分解としては出しておりません。

北野委員
ソーダライムに吸着してしまうから、ＤＯＣの分解度は余り意味がないという、そういうことですか。そういう議論をすると、ＢＯＤも

同じことが⾔えるかもしれませんね。だから、⼀応ルールはルールで、ここにちゃんと分析してあるから、やはりＢＯＤの分解度のほか
に、ＤＯＣからの分解度というのは計算がすぐできるし、書いておくべきではないのでしょうか。それはそれで、別途、コメントはコメン
トで書いたらいかがでしょうか。

⻄原部会⻑



今後、そういうことも含めて、どこかに記載してということでいいでしょうか。
ほかの物質に関しまして、その他の先⽣からございませんでしょうか。
お願いします。

池⽥委員
ほとんど確認に近いのですが、今と同じ物質です。これは第⼆種監視化学物質第⼆種監視化学物質相当と、この審議会で決定したという

理解でよろしいのですか。

⻄原部会⻑
どうなんですか、事務局としては。ｔｅｒｔ－ブチルアルコールが第⼆種監視化学物質相当という、既に。

事務局（経済産業省）
資料が尻切れで終わっているのですが、実はちょっと⽤意していまして、少し毒性のデータもつけた「既存化学物質審査シート（参

考）」というものを⽤意してございます。それで、今までの分解性、蓄積性及び毒性の判定が書いてございまして、通常の判定の仕⽅でい
けば、これは親物質がすべて変化して、ｔｅｒｔ－ブチルアルコールしか残っていません。このケースでは１００％残っていて、なおかつ
酢酸がゼロということですので、第⼆種監視化学物質ということで、きょう御審議いただければ、これも既存第⼆種監視化学物質としての
対応をとりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

⻄原部会⻑
はい。これについて、毒性の⽅の先⽣から何かコメント等はございませんでしょうか。お願いします。

渡部委員
これは、前回の委員会でも問題になったことでもあるんですよ。
確かにブチルアルコールは御説明のあったとおりなのですが、そして第⼆種監視化学物質相当であると。ここでは「ある新規化学物質」

というふうに⾔わさせていただきますが、それからできる分解物、Ａ・Ｂ・Ｃとございましたら、そのうちの１つが、第⼆種監視化学物質
相当であるというふうに判断されたら、原体、あるいはその親化合物は、当然のことながら第⼆種監視化学物質になるはずですねという論
議があって、それの確認が、必ずしもきちんとなされていなかったように思うのですが。

先ほどの発表をお聞きしていて、このパーオキサイドは全量がｔｅｒｔ－ブチルアルコールに変換されて、これが第⼆種監視化学物質相
当として既に判定されているから、したがって、原体のパーオキサイドは第⼆種監視化学物質相当と判定することは当然だと思われます。

⻄原部会⻑
特にこの物質の場合は、ｔｅｒｔ－ブチルアルコール以外のものは出ていないわけですよね。この間、ちょっと問題になったのは、それ

以外の物質もあったんですね。そっちが、もし第⼀種監視化学物質だったどうしますという。そんなことはないでしょうけれどもね。そう
いうところがちょっとあったのではないかと、僕⾃⾝は、事務局の⽅で躊躇されたのではないかなと思っていたのですけれどもね。実際は
あり得ないですけれども。

事務局（経済産業省）
新規の時で申しますと、ここではたまたま出来たのが酢酸で、全部なくなっておりますが、これが酢酸でなくて、構造はわかっても毒性

などが分からないと第三種監視化学物質になる可能性もありますし、第⼆種監視化学物質の可能性もあります。親物質に戻って、新規の場
合は第⼆種監視化学物質判定通知というのは、ちょっとできない形になっています。

⻄原部会⻑
この物質に関してはできる、この場で判定していいという。

事務局（経済産業省）
全く問題はございません。

⻄原部会⻑
この物質に関しては、だから、第⼆種監視化学物質相当ということをここで判定したということにさせてもらっていいでしょうか。
それでは、そういう形にさせていただきます。
それでは、ただいまの物質を含めて、今説明のあった６物質について、事務局の判定案どおりという形でよろしいでしょうか。
それでは、そのように判定させていただくことにさせていただきます。
では、続いて、１６９０から御説明をお願いいたします。

事務局（経済産業省）
続きまして、Ｋ番号１６９０から最後まで、御説明させていただきます。
まず、３１ページを御覧ください。整理番号Ｋ－１６９０番、４，４ʼ－ビス（エチレンイミノカルボニルアミノ）ジフェニルメタンでご

ざいます。
本物質につきましては、既に難分解性、本物質の分解度につきましては、既に難分解性の判定をいただいております。
濃縮性につきましては、分配係数から類推しておりまして、ＨＰＬＣ法によるｌｏｇＰｏｗが1.4と測定されております。
したがいまして、事務局案としましては、難分解性であり⾼濃縮性でないとしております。
本物質の濃縮度試験につきましては、本物質は試験液中で変化しており、ＨＰＬＣクロマトグラム上の保持時間から、被験物質より極性

の⾼い変化物Ａ，Ｂ及びＣを検出しております。
したがいまして、最も極性の低い被験物質の１－オクタノール／⽔分配係数を測定しており、その値は1.4であったことから、⾼濃縮性

でないと事務局案ではさせていただいております。
続きまして、３３ページ整理番号Ｋ－１６９９、３－メチル－４－メチルチオフェノールでございます。
本物質につきましては、既に難分解性の判定をいただいております。



濃縮性につきましては、分配係数から類推しており、ｌｏｇＰｏｗが2.6であったことから、事務局案としましては、難分解性であり、
⾼濃縮性ではないとしております。

続きまして、整理番号Ｋ－１７０２、２，６－ジクロロピリジンでございます。
本物質につきましても、既に難分解性であるとの判定をいただいております。
濃縮性につきましては、分配係数から類推しており、ｌｏｇＰｏｗが2.0であったことから、事務局案としましては、難分解性であり、

⾼濃縮性ではないとしております。
続きまして、整理番号Ｋ－１７０６、２－メチルイミダゾールでございます。
本物質につきましても、既に難分解性であるとの判定をいただいております。
濃縮性につきましては、分配係数より類推をしております。ＨＰＬＣ法によるｌｏｇＰｏｗは、0.5未満となっておりますので、本物質

につきましては、難分解性であり、⾼濃縮性ではないとしております。
続きまして、整理番号Ｋ－１７０８、クロロメチルスチレンでございます。
本物質につきましても、既に難分解性であるとの判定をいただいております。
被験物質につきましては、被験物質は試験液中で加⽔分解しており、ｐ－ビニルベンジルアルコールが⽣成し、残留することを確認して

おります。
さらに、⼀部変化し、ｐ－ビニル安息⾹酸を３〜５％⽣成し、残留しております。
また、ＨＰＬＣクロマトグラム上の保持時間から、ｐ－ビニルベンジルアルコールとは、被験物質より極性が⾼いことがわかっておりま

す。
被験物質は既に変化し、残留してなくなることで、さらに、残留物質の２種類のうち、ｐ－ビニル安息⾹酸の極性がより低いことから、

ｐ－ビニル安息⾹酸の分配係数から濃縮性を類推しております。
ｐ－ビニル安息⾹酸につきましては、４１ページ、濃縮度につきましては、分配係数から類推しており、ＨＰＬＣ法によるｌｏｇＰｏｗ

は2.1と設定されております。
したがいまして、整理番号Ｋ－１７０８、クロロメチルスチレンにつきましては、難分解性であり、⾼濃縮性ではないとしております。
以上、御審議をお願いいたします。

⻄原部会⻑
それでは、ただいまの６物質についてコメント等ございませんでしょうか。
⽶澤先⽣、先ほどの。すみません、お待ちどうさまです。１６９０。

⽶澤委員
すみません、１個だけ、ちょっと違う観点なんですが、今事務局の⽅からこのデータの解釈についての説明が⼝頭でございましたのです

が、議事録として記録が残るということでもっていいということで、こういう判定シートとしては特にその記録は記載で残さないという形
でいいということなのでしょうか。後で、データを⾒る場合に、⼀々両⽅を⾒なければならないということになると、⾯倒ではないかと思
ったものですから。

事務局（経済産業省）
すみません、よく分からなかったのでもう１回お願いします。

⽶澤委員
物質としましては、１６９０の場合と、それから最後の１７０８の場合ですが、それぞれ確かにデータとしてはこのシートの中に出てお

るのですけれども、それをどう解釈をしてこういう判定をしたかという考え⽅、それは先ほど⼝頭で説明されたままになっています。
それは確かに議事録には残るのでそれはそれでよろしいのですけれども、何かこういう判定のシートのような形で記録としてとどめてお

くということは、考えなくていいというお考えでしょうかということです。もしできれば⼀緒にしていただいた⽅が、後で⾒る場合に楽な
のかなというふうに考えますが。

事務局（経済産業省）
基本的に、このシートは公開になるのと、あと、中のデータ事項は、検索したときに特記事項としてここで書かれることは記載するよう

にして、世の中にオープンにするようにして対応しているところでございます。

中杉委員⻑
確認ですけれども、これ、分解と蓄積の試験の結果ですよね。結果資料で、先ほどのターシャリーブチルペルアセテートのときは審査シ

ートですよね。同じようなものが当然つくられるわけですよね。審査シートという形で整理をされるのかどうか。
多分、難分解ですと、後で、当然のことながら⼈健康影響、⽣態影響のスクリーニング試験がありますから、その中に同じようなことが

書いてこられる可能性はあると思うのですけれども、良分解のやつは、新規の場合は良分解でもこれは審査シートがつきますよね。既存の
場合はどういうふうにするのだろうか。そこら辺のところの整理が１つの問題ではないのだろうか。

また判定、根拠がどうのこうのということは書くところがあるのだろうと思うのですけれども、確かに⽶澤先⽣が⾔ったように、こうい
う⽂章、データはあるけれども、データから類推しなさいよという、ちょっとそういう意味では不親切かもしれないなという感じがします
けれどもね。

事務局（経済産業省）
基本的には、この資料はすべてホームページに公表するようにしています。ただ、極性の順位でも、ちょっと書き⽅がもう少しわかるよ

うにという。

中杉委員⻑
というよりは、「これこれこうだから、こういうふうに判定したよ」というのがないですね。これは、極性がこっちが⼀番⾼いよという

だけのことであって、そこは類推しなさいよということになってしまっているから、少しそこまで書き込んだ⽅がいいのではないかという
のが⽶澤先⽣の御意⾒だろうと思いますが。



事務局（経済産業省）
わかりました。前回の資料をもう１回確認するような体制をとっていますので、それでは、そこのところをもう少しこの中に書き込ん

で、修正したバージョンで次回の既存点検のときにお⾒せして、御確認いただいて、それを最終的にホームページ上で公表するということ
で対応したいと思います。

⻄原部会⻑
よろしいでしょうか。
１７０８の物質なんですけれども、ｐ－ビニル安息⾹酸から類推ということで、「ｐ－ビニル安息⾹酸の⽅がアルコールよりも極性が低

い」と書いていますよね。本当ですかね。僕は、酸の⽅が極性、⾼いのだと思ったのですが。だから、もしそれが間違っていたら、酸から
は類推できないというふうになると私は思うのですけれども。３９ページの特記事項のところですね。

事務局（経済産業省）
ＨＰＬＣのは、この間もありまして、－ＣＯＯＨのついたものと、－ＯＨのついたものと⽐較したときに、実は私も－ＣＯＯＨの⽅が極

性が⾼いだろうと思ったら、－ＯＨの⽅がどうも極性が⾼いようで、酸タイプとアルコールタイプになったときに、Ｒの⽅が同じでも、酸
タイプの⽅が極性が低く、より脂溶性であるということが時々ありました。

⻄原部会⻑
ちょっと確認してみてください。

事務局（経済産業省）
幾つか、ＨＰＬＣのクロマトとかとったのがあると思うので、少し財団法⼈化学物質評価研究機構とも協⼒して、⾻格は同じで、－ＯＨ

がついたものと－ＣＯＯＨがついたもので、現実にはどっちが先に来ているのか、少し幾つか集めてみて、御紹介したいと思います。
本件は、安息⾹酸タイプの⽅が極性が低いため、後に出るというふうに聞いております。

⻄原部会⻑
ｐＨとか、その辺の関係もあるのかな。

事務局（経済産業省）
クロマトグラフはつけていないのですけれども、このＨＰＬＣ条件で、ＯＤＳのＨＰＬＣ条件では、アルコール体の⽅が先に溶出してい

まして、その後に酸体が出ていますので、ＯＤＳの溶出時間からもアルコール体の⽅が極性が⾼いことはわかります。

⻄原部会⻑
ちょっと確認だけね。べつに、そんなに違いはないと思います。違ったとしてもね。

事務局（経済産業省）
時間的にはそんなに⼤きくは違いませんけれども、順番としましては、溶出時間から、アルコール体の⽅が極性が⾼い。

⻄原部会⻑
渡部先⽣からコメントをちょっと。

渡部委員
今のお話ですけれども、多分⻄原先⽣のお考えの⽅が正しいのではないかというふうに思っております。この場合は、ＨＰＬＣの、リテ

ンションタイムの逆転がカルボン酸体とアルコール体の間で起こっているのだと思います。
展開溶媒が、もしカルボン酸との間で何らかのインタラクションするようなものであれば、全体として分⼦量が⼤きくなって、脂溶性が

⾼くなって、リテンションタイムが⻑くなる可能性があります。カルボン酸体がアルコール体よりも極性が低いということになりますと、
ケミストリーの理解に反することにもなります。ごくまれなケースとして構造的にカルボン酸が使⽤した溶媒系中で強く⼆重体を形成し、
解離しない場合も極性が低い分⼦として挙動いたします。

中杉委員⻑
そこら辺、⼗分検討していただければですけれども、表現としても、ここでは、親物質と⽐べると２つのものが極性が⾼いということし

か⾔っていないんですね。それで、いきなり、ｐ－ビニル安息⾹酸で判定したということになってしまうので、そこら辺のところも注意し
て書かないと、先ほどのあれではないですが、ちょっと説明不⾜であるなという印象を持ちます。

事務局（経済産業省）
また修正して出します。

⻄原部会⻑
北野先⽣。

北野委員
Ｋ－１６９９なんですけれども、私は命名専⾨ではないのでちょっと事務局で調べておいてほしいのですが、この命名とこの構造式は合

うのかなという。
要するに、これはチオフェノールではなくて、フェノールなんですね。これはフェノールですよね。だから、メチルチオと⾔っているわ

けですね、ここでは。どうなんだろう、３－メチル－４－チオメチルフェノールかなと思ったり。

事務局（経済産業省）
メチルチオは、ハイフンを⼊れれば、⼀応、⾔えないことはないという。



北野委員
⼤丈夫ですか。何か、ちょっとチオフェノールみたいな感じで読めてしまうので。

事務局（経済産業省）
チオとフェノールをくっつけてはだめみたいですけれども、位置番号も３と４なので、そういうことになります。すみません。これはま

た、公表するときはちゃんと明確に⽬を通して。

北野委員
ちょっと、類別も出ていますので、確認してください。ちょっと誤解を招くと思いますので。

事務局（経済産業省）
わかりました。

⻄原部会⻑
どうもありがとうございました。
ほかに、ございませんでしょか。
それでは、この６物質に関して、ちょっと表現等で修正もありますけれども、判定としては事務局案どおりという形で、よろしいでしょ

うか。
それでは、そういうことで。

中杉委員⻑
それでは、次に議題３の（２）⼈健康影響・⽣態影響についてでございます。事務局の⽅から説明を願います。

事務局（厚⽣労働省）
資料３の（２）既存の化学物質審査シートについて御説明いたします。
１ページを御覧ください。まず、⼈健康影響について御説明いたします。
Ａｍｅｓ試験は、＋Ｓ９ｍｉｘ群のＴＡ１００、ＴＡ１５３５において２倍を超える変異コロニーの誘発が⾒られており、陽性とさせて

いただいております。
⽐活性値は２２ｒｅｖ．／ｍｇとなっております。
染⾊体異常試験につきましても、＋Ｓ９ｍｉｘ群において構造異常の誘発を起こしており、陽性とさせていただいております。Ｄ２０値

は1.2ｍｇ／ｍＬとさせていただいております。
次に、ＲｅｐｒｏＴｏｘ試験ですが、反復投与毒性につきましては、⼀般状態（流涎）、絶対重量及び相対重量での肝重量の増加等を推

定根拠といたしまして、ＮＯＥＬ２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙとさせていただいております。
⽣殖発⽣毒性につきましては、全群で特に毒性学的影響は認められていないことから、ＮＯＥＬ1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙとさせていた

だいております。
⼈健康影響判定根拠にいたしましては、Ａｍｅｓ試験及び染⾊体異常試験、ともに軽微な陽性、ＮＯＥＬ２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであ

ることから、第⼆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。

事務局（環境省）
以上を踏まえまして、１－アミノ－１－ナフタレンスルホン酸につきましては、「⼈健康影響の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。」と提案させていただいております。
よろしく御審議をお願いします。

井上座⻑
これは、⽣態影響がありませんので、⼈健康影響中⼼の議題になりますが、化学構造についてはいかがでしょうか。

渡部委員
特にございません。

井上座⻑
はい。それで、分解性・蓄積性については、事務局からの御説明がありましたけれども、よろしゅうございますか。
それでは、⼈健康影響ではＡｍｅｓが陽性、染⾊体が陽性ということですが、これについてはいかがでしょう。

林委員
これは、Ａｍｅｓ試験、染⾊体異常試験ともにそう強いものではないのですけれども、陽性の結果が出ております。
それで、この２ページ⽬のところの⼈健康影響の判定根拠のところに、「Ａｍｅｓ試験及び染⾊体異常試験ともに軽微な陽性」というふ

うに書かれていますが、このＡｍｅｓ試験につきましても、再現性、それからドース・レスポンス、ともにあるということで、これは判定
基準からしても軽微とは⾔えないと思います。

また、染⾊体異常の⽅も、これは軽微と⾔っていいのかどうかのもうぎりぎりぐらいのところで、やはりこれも⽤量反応性の結果がきち
っと出ております。

したがいまして、この判定根拠のところ、「ともに軽微な」というのは、⾔い過ぎだと思います。
したがいまして、この判定⾃⾝が微妙なところになってくると思うのですけれども、これは⼀般毒性の⽅とも絡めて、最終的に評価して

いただければいいのではないかというふうに思います。このものについては、Ａｍｅｓも染⾊体も、両⽅とも陽性は陽性というふうに出て
いるというところを⼀応強調しておきたいと思います。

井上座⻑
わかりました。ありがとうございます。



それでは、そのほか。清⽔先⽣、どうぞ。

清⽔委員
染⾊体異常の⽅なのですが、ｐＨが6.1というところで試験が⾏われていまして、この考察の中で、6.3以下のｐＨ、いわゆる酸性条件下

での陽性所⾒に関しては、もっと検討する必要があるというような記載があるんですね。ですから、ちょっとこの陽性という判定は若⼲疑
問があるというふうに思います。

井上座⻑
ありがとうございます。それでは、先に進みますが、これは反復投与、⽣殖発⽣毒性が併⽤で⾏われております。コメントをお願いいた

します。

廣瀬委員
ＲｅｐｒｏＴｏｘ試験が、８、４０、２００、1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの⽤量で⾏われておりまして、最⾼⽤量で、トータルビリルビ

ンが増加するとしておりまして、さらに肝臓では⽐重量、実重量ともに低下しております。
ＮＯＥＬは1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの下の２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙになると思いますが、この肝臓の所⾒に関しましては、関連する

ようなほかの⾎液⽣化学的所⾒、あるいは病理学的所⾒が全く⾒られておりませんので、毒性学的な意義は低いものと考えられます。

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。どうそ。

前川委員
今、廣瀬先⽣がおっしゃったのと全く同じです。ただ、この審査シートですね、肝臓の重量が上がっていると書いてありますので、間違

いです。

井上座⻑
では、そこの訂正をお願いいたします。
それで、問題点は、林先⽣からも御指摘があったように、Ａｍｅｓ、染⾊体に関しては、これは⼀応はっきりした陽性であると。強い弱

いはともかくとして、はっきりした陽性であるということで、反復投与の⽅の所⾒は、最⾼⽤量で認められているのみであるし、流涎何か
も、誤解を呼びやすそうだから、記載何かはどうしたらいいのかわかりませんけれども、これは神経毒性というわけではありませんので、
こちらの⽅の毒性は認められない、基本的に毒性学的に意義のある所⾒はないというわけですね。

それで、ここの最終判定をどうするかということになるわけですけれども、早い話が変異原性と、こうした反復投与の毒性試験というの
は並⾏するとは限らないので、変異原性の陽性所⾒が反復投与の毒性試験を伴っていないからとして、これは問題ないだろうというふうに
⼀概には⾔えないわけですね。この辺のところを含めて、もう⼀度、毒性の先⽣のコメントをいただきたいと思うのですけれども、いかが
ですか。

廣瀬委員
Ｒｅｐｒｏ試験につきましては、確かに毒性と⾔えるような毒性はないと考えられます。ただ、これはあくまでもＲｅｐｒｏＴｏｘの試

験でありまして、メスでは⼗分な検索は⾏われておりません。
それから、試験の期間が短期間であるというようなことを考えますと、明らかに染⾊体あるいはＡｍｅｓ、両⽅とも陽性ということにな

りますと、やはり注意せざるを得ないというふうに考えております。

井上座⻑
ありがとうございます。
前川先⽣の⽅はいかがでしょう。

前川委員
基本的には同じです。ただ、毒性の⽅からは、極めて軽いと。

井上座⻑
そうですね。それをあわせて考えたときに、どういう判断が妥当かということですね。第⼆種監視化学物質相当でないということで、御

提案は出ておりますけれども。

事務局（厚⽣労働省）
すみません、変異原性試験の⽅が軽微な陽性でない場合は、このままＮＯＥＬ２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙということでしたら、判定案の

⽅が変わりまして、第⼆種監視化学物質相当というふうになるかと思います。

井上座⻑
そうですね。そういうことが考えられるわけですけれども、事務局の⽅からのそういう補⾜説明を合わせますと、これは第⼆種監視化学

物質相当の可能性が出てまいりますけれども。
⻄原先⽣、どうぞ。

⻄原部会⻑
この化審法では、その⽤途というのは余り問わないのですけれども、⽤途と、それから最近の⽣産量というデータはありますでしょう

か。何かの原料だと思うのです。⾊素か何かの原料に使われているような気がするのですけれども。

井上座⻑
これは、僕も伺ったのだけれども、はっきりしなかったようですね。いかがですか。



事務局（経済産業省）
構造からは、やはり染料の中間物のようでございます。

林委員
すみません、ちょっともう１つ。今、清⽔先⽣の⽅からｐＨの話が出たのですけれども、これは私もｐＨのところ、少し気にはなってい

たのですが、実際にこの⽤量でｐＨが下がったというのがはっきり読み取れませんでした。確かに報告書の最後のところに、「ｐＨ6.3以
下の酸性条件では」というようなことを書いてありまして、これはもう⽂献でもこういうことは⾔われているのですけれども、この物質の
ときに本当にｐＨが、どの濃度でどれぐらいだったのかというのがちょっとはっきりしなかったもので、その辺、コメントをしなかったの
ですが、何か清⽔先⽣の⽅で、何かコメントはありますでしょうか。

この報告書の情報しかないのでこれ以上のことはちょっと⾔えないのですけれども。だから、これが本当にｐＨによるものであるのかど
うかの判定は、今のこの情報だけでは少し難しい。

Ａｍｅｓ試験の⽅は、これは再現性、⽤量相関性ともにやって、プラスということは⾔えると思います。

井上座⻑
そうすると、両⽅そろうかどうかに微妙なところはあるけれども、「軽微な陽性」の「軽微な」は⼀応取るということで、そして、それ

に伴って、事務局もおっしゃっているように、ここのところは変異原性、単独の責任で第⼆種監視化学物質相当ということの流れになりま
すが、いかがですか、ほかの先⽣⽅。どうぞ。

池⽥委員
前例にならうということに、前例を⼀度ソートしてみて、多分これは、こういう経験は初めてということではないのでしょうし、バッ

チ・トゥ・バッチのディファレンスが余り⼤きいというのは好ましくありませんし、以前このように扱ってきたかというのを確認していた
だけると、もうちょっと安⼼して「イエス」と⾔えると思うのですが。

井上座⻑
それは、２５０で前例があるという考え⽅でよろしいですか。

事務局（厚⽣労働省）
判定基準の⽅は、ＮＯＥＬ２５以上２５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ未満の場合は、変異原性試験、どちらかが軽微な陽性でない陽性であると

いうことをあわせて第⼆種監視化学物質相当というふうに判定させていただいております。

井上座⻑
ということのようですので、では、皆様⽅の御了解を得られたというふうに考えて、前例にもタッチしているということで、これはＡｍ

ｅｓ試験及び染⾊体試験ともに、「ともに」をどうしましょうかね。これ、事務局に任せますか。林先⽣、清⽔先⽣に御相談いただいて、
ここのところの表現だけ最終確認をして、単独、どちらかになる可能性もあるけれども、ただ、そこのところは判定にかかわらないという
認識で、陽性、ＮＯＥＬ２００ｍｇ／ｋｇ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でよろしゅうございますか。

ありがとうございます。
どうぞ。

池⽥委員
２つ質問があるのですが、今の場合、つまり前例、変異原性が陽性である場合という条件をクリアしているか。その部分で、両先⽣の御

意⾒をさらにお伺いしたいのですけれども、完全ではなさそうですね。既に提出されているデータだと、ｐＨの変化がどれぐらいあったの
かは定かでない。これは、調べればわかることなのか、あるいはもうわからないことなのか、ちょっとわかりませんけれども、その辺はや
はり詰めておいた⽅がいいのではないのでしょうか。

井上座⻑
これは、単独でも判定基準にはかかわりないということをまず⼤前提にして、その上で、今の御質問について両先⽣のお考えをコメント

してください。

林委員
Ａｍｅｓ試験の⽅は、「軽微とは⾔えない」というのは⾔えると思いますので、Ａｍｅｓ試験の⽅だけでも陽性で、２００ｍｇ／ｋｇ／

ｄａｙのＮＯＥＬということで、その合わせわざで陽性、第⼆種監視化学物質相当という判定はできるのかと思います。だから、その上
に、染⾊体の⽅が陽性と判定できるかどうかは、少し微妙なところはあるということです。

池⽥委員
よくわかりました。

井上座⻑
清⽔先⽣もよろしゅうございますか。
どうもありがとうございます。
では、御審議ありがとうございました。
次の物質をお願いします。

事務局（厚⽣労働省）
続きまして、３ページでございます。物質の名称は、１－メチルエテニルベンゼンでございます。
⼈健康影響について御説明いたします。
Ａｍｅｓ試験・陰性、染⾊体異常試験・陰性、ＲｅｐｒｏＴｏｘ試験におきましては、次のページの⾎液⽣化学的検査、絶対・相対重量

等を推定根拠といたしまして、反復投与毒性では、ＮＯＥＬ４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ、⽣殖発⽣毒性においては、全群で特に毒性学的影響



は認められていないことからＮＯＥＬ1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙと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は陰性、ＮＯＥＬ４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから、第⼆種監視化

学物質相当でないとさせていただいております。

事務局（環境省）
⽣態影響について申し上げます。
本物質につきましては、藻類⽣⻑阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖阻害試験、⿂類急性毒性試験が、ＯＥＣＤのテス

トガイドラインに基づいて実施されています。結果は記載のとおりです。
また、他の毒性情報、５ページ中ほどでございますが、ここに別に実施されました藻類⽣⻑阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジ

ンコ繁殖試験、⿂類急性毒性試験の結果を記載しております。
６ページの※印のところでございますが、これらの試験は、被験物質が揮発性物質であるにもかかわらず、開放系で実施した試験である

こと、また実測値の測定をしていないことから、平成８年に⾏ったもので、前の⽅に書いてある試験結果と結果が⼤きく異なると考えられ
る、としております。

それで、判定根拠でございますが、これらの理由に基づきまして、他の毒性試験、毒性調査のところは判定に採⽤せず、前の⽅の試験結
果に基づきまして、⿂類急性毒性試験において９６時間ＬＣ５０が7.3ｍｇ／Ｌ（実測値に基づく）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。

判定案でございますが、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。

御審議をお願いいたします。

井上座⻑
それでは、⼈健康影響と⽣態影響、両⽅ございますので、それぞれ分けて御検討いただきますが、構造の⾯ではいかがでしょう。

渡部委員
特に、コメントはございません。
これ、スチレンの誘導体なんですよね。私⾃⾝の経験で恐縮なんだけれども、スチレンの毒性をかなり突っ込んでやっておりましたとき

に、これも俎上に上げまして、これは⽂献的に検討したのですけれども、そう⼤きな毒性はないのではないかなというふうに記憶に残って
おります。

井上座⻑
ありがとうございます。
分解性・蓄積性について、御追加はございませんか。
ないようでございますね。
それでは、Ａｍｅｓ、染⾊体関係、これは陰性ということですが、いかがでしょう。

林委員
これは、Ａｍｅｓ、染⾊体、ともに陰性としていいと思います。Ａｍｅｓ試験の⽅は、抗菌作⽤は認められるのですが、突然変異の誘発

作⽤は認められておりません。
染⾊体異常の⽅なんですけれども、これも判定は陰性ということでいいと思いますが、資料３－３の３６ページのところにこの試験結果

のテーブルがございます。
それで、テーブル１も⾒ていただきますと、異常を持った細胞の数というカラムが、右から４つ、５つ⽬にあるのですが、そこの最⾼⽤

量のところだけを⾒てしまいますと、69.2％とか、44.4％というふうに、⾮常に⾼い値になっています。
だから、これだけを⾒ると、これはもう陽性ではないのかというふうにとられかねないのですが、実際には、本来２００細胞を解析しな

いといけないところを１３とか９細胞しか解析できなかったようです。すなわち、⾮常に強い細胞毒性が認められた部分での陽性であると
いうようなことで、これは細胞毒性によるノンスペシフィックなものという解釈が成り⽴つと思いますので、最終判定は陰性でいいとは思
うのですけれども、そういうところも⼀応考慮はしたということを少し、記録には残しておいていただければと思います。

井上座⻑
ありがとうございます。
ほかに、御追加ございませんか。
そうしますと、次はＲｅｐｒｏ、併⽤の反復投与ですが、これについてはいかがでしょうか。

前川委員
Ｒｅｐｒｏ併⽤の試験がなされております。投与量は４０、２００、1,000の３⽤量で⾏われております。
その結果、特に反復投与の⽅では、２００以上の群で肝臓の重量がふえる。あるいは組織学的にも変化が起こる。あるいは腎臓にも、組

織学的な変化が起こるというような所⾒が⾒られております。ですから、ＮＯＥＬ、その下の４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙというのはよろしか
ろうというように思います。

なお、これはメスだけですけれども、メスでは胸腺の萎縮というようなことも起こっていまして、恐らくこれはメスですので、出産など
のストレスがより増強したのかなというように思っております。

それから、⽣殖発⽣毒性なんですけれども、そこにＮＯＥＬは1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙというようになっております。ただ、1,000ｍ
ｇ／ｋｇ／ｄａｙ群で、⺟動物の２例で、すべてが新⽣児が死亡しております。この⺟動物への毒性がかなり強いために、新⽣児が死亡し
たのだろうとは思いますけれども、この⺟動物への毒性ということも考えれば、ＮＯＥＬは1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙではなくて２００ｍ
ｇ／ｋｇ／ｄａｙではないかというように思います。この辺、安⽥先⽣に。

安⽥委員
私も、今の前川先⽣の御意⾒に賛成でございます。



論⽂の⽅でも、「２次的な影響と認められる」というような表現がございますけれども、つまり「⺟体毒性の２次的な影響」というふう
な表現がございますが、２次的な影響にせよ、やはり毒性でございますので、２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで妥当かと思います。

井上座⻑
ありがとうございます。
どうぞ、江⾺先⽣。

江⾺委員
ただいまのような現象は、ほかの物質のところにも出てきまして、報告書の中に「保育不良」という記載があるもの、それから、単なる

「全児死亡」という記載しかないものがあります。
それで、予備審査会では、⼀応、ここに出てきましたものの整合性といいますか、評価の整合性をとるために、私はあえて、保育不良が

あったものを⺟体毒性としてとって、ＮＯＥＬの設定根拠にしました。
それで、単なる「全児死亡」という記載しかなかったものについては、全児死亡が⼦どもの死亡率に有意差が出てきたものを毒性として

とって、ＮＯＥＬの根拠としています。
なので、ちょっと先⽣⽅の設定の仕⽅が違うのですが、評価に私も異存はありませんが、予備審査会では⼀応そういう線引をしたという

ことを説明しておきたいと思います。

井上座⻑
そういう記載があるものについては、区分けしたというわけですね。
この区分けについて、いかがですか。ほかとの整合性もあるようですので。

安⽥委員
確かに、ほかとの整合性を考えますと、今のような線引も妥当かと思います。

井上座⻑
それでは、そのような線引がはっきりしているということでしたら、そういうことでもって、ここでは合意していただくということにし

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。
そうしますと、⽣殖の⽅はそういうことで1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ、それで、⼀⽅反復投与の⽅は２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上の毒

性ということですので、４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙということで、毒性がないわけではないけれども、第⼆種監視化学物質相当ではないとい
う判断になります。よろしくお願いします。

それから、次に⽣態毒性ですが。どうぞ、吉岡先⽣。

吉岡委員
先ほどの事務局の説明で、他の毒性情報ということで、同じ⽣物を⽤いた知⾒があるのだが、信頼性に⽋ける部分があるということで、

これを採⽤しないということでした。これは妥当であると思います。
この他の毒性情報の関係の⽣態毒性試験関係は、１９９３年ごろに⾏われておりまして、我が国が⽣態毒性試験を導⼊したころに相当い

たします。それで、余り慣れていないので、どこまできっちりやるべきかというような部分に多少理解不⾜があった、そういう時期でござ
います。

新しいデータに基づきますと、基準に従いまして、この物質が第三種監視化学物質相当であるということは否めないと思います。
以上です。

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。どうぞ。

若林委員
既存の点検はちょっと初めてなので、今の関連で質問したいのですけれども、他の情報というのは、どういう場合に記載をしているのか

ということをお伺いしたいのですけれども。

井上座⻑
事務局、スキームを簡単に御説明ください。

事務局（環境省）
こちらですけれども、通常、試験結果の欄がございますので、藻類、ミジンコ、⿂類、それぞれのところに、試験結果を⼊れさせていた

だいています。
また、今回⼀部の試験結果については、根拠とするべきでないという判断をいたしましたので、こちらの他の毒性情報の⽅に、⼊れさせ

ていただいているところです。また、これまでデータベース等で既に公表されているデータにつきましても調査して⼊れているところでご
ざいます。

若林委員
先ほどの吉岡先⽣の説明ですと、環境省さんがやられたのかなというふうにちょっと理解をしたのですけれども、情報としては、⽂献収

集といいますか、⽂献情報収集ということを積極的にやれば、あるものも、ないものも、出てくると思うのですけれども、これ、ＯＥＣＤ
のサイトからとられたように⾒受けられますけれども、どの範囲の情報をまず、関連情報として記載するのかというところをきちっと決め
ておかなければいけないのではないかということと、それから、今回はたまたまその情報が余りいい試験ではなかったからよろしいのです
けれども、そうではなくて、環境省さんがやられた点検と違うデータが出てきたときに、その都度議論という話なのでしょうけれども、ど
の範囲というのを決めておきませんと、場合によると、⼀⽣懸命に集めればこういう情報もあるよということが、出てきかねないと思うん
ですよ。既存の⽅は公開でやっていますのでね。



事務局（環境省）
その点に関しまして、整理しまして、次回のこの審議会のときにお知らせいたします。

中杉委員⻑
基本的には、できるだけ多くの信頼できるデータを使うという形で動くのだろうと思うのですがね。従前も、ここで⾔っている「ほかの

情報」という、それは信頼できる情報に基づいて判定をしているものもありますから、それはやはり個別個別についての判断になるのでは
ないでしょうか。

ただ、⾒つけられるか、⾒つけられないかという問題は残りますから、それは、どこまで探すのかというところの範囲の話はあると思い
ますけれどもね。それは、通常やられている、どういうふうにやっているのかというところを、少し御説明いただければいいのではないだ
ろうかというふうに思いますが。

若林委員
そうしますと、環境省さんが全くやられないで、判定をしていくものも当然出てくるということでよろしいですね。はい。

井上座⻑
では、そういう御理解で、次回にもまた改めて、わかる範囲の整理をお願いいたします。
それで、この⽣態影響判定根拠について、今回のケースについては、ここに記載されているような判断で、第三種監視化学物質相当であ

るということでよろしゅうございますか。
ありがとうございます。では、この物質について、終了いたします。
次が、２－２４８ですか、お願いいたします。

事務局（厚⽣労働省）
続きまして、７ページ、ペンタエリスリトールでございます。
⼈健康影響について、御説明させていただきます。
Ａｍｅｓ試験・陰性、染⾊体異常試験・陰性、ＲｅｐｒｏＴｏｘ試験の、反復投与毒性につきましては、⼀般状態、軟便、下痢等を推定

根拠といたしまして、ＮＯＥＬ１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ、⽣殖発⽣毒性につきましては、全群で特に毒性が学的影響は認められていない
ことから、ＮＯＥＬ1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙと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
化学物質相当でないとさせていただいております。

事務局（環境省）
⽣態影響ついて申し上げます。
ＯＥＣＤのテストガイドラインに基づきまして、藻類⽣⻑阻害試験、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

試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
⽣態影響判定根拠でございますが、３種の急性毒性試験から得られた最も低い毒性値は９６時間ＬＣ５０が１００ｍｇ／Ｌ以上（⿂類急

性毒性試験、設定値に基づく。）であり、かつミジンコ繁殖阻害試験において２１⽇間ＮＯＥＣが1,000ｍｇ／Ｌ以上であることから、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。

判定案でございますが、⼈健康影響に関しましては、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、
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。

御審議をお願いいたします。

井上座⻑
ありがとうございます。
この構造についてはいかがでしょうか。

渡部委員
これは、はからずも前回のこの委員会で出てきたもの、そのものです。随分古くから汎⽤されている多価アルコールなんですが、そのと

きにこういう話が事務局との間で交わされました。このアルコールの毒性情報については収集しておいていただきたいとお願いいたしまし
た。

そのとき、私の知る限りでは、この化合物の毒性は余り⼤きくないのではないかというふうに申し上げました。

井上座⻑
ありがとうございます。
どうぞ。

⻄原部会⻑
私も少し⾔ったと思ったのですけれども、エステルですよね、たしか。

渡部委員
そうです。加⽔分解されます。

⻄原部会⻑
エステルが少し出たようなのがあったのかなというので、ちょっとその辺の関連情報がもしあれば、教えてください。

井上座⻑
いかがですか。

事務局（厚⽣労働省）



すみません、今現時点では、そのような情報は持ち合わせておりません。

井上座⻑
もしありましたら、後ほどまたお願いいたします。
ほかにはいかがでしょうか。
ないようでしたら、分解性・蓄積性についての御付議はございませんか。
よろしいようですね。
それでは、これもＲｅｐｒｏ含みの反復投与と、それから⽣態影響と、両⽅ありますので、まずＡｍｅｓと染⾊体についてお願いしま

す。

林委員
Ａｍｅｓと染⾊体試験は、ともに陰性として間違いないと思います。
被験物質の純度が92.7％と、少し低くて、⽤量換算していないという問題はあるのですが、全く遺伝毒性の兆候は認められないというよ

うなことも考え合わせ、それからまた、今の渡部先⽣の⽅の構造からの話も総合しますと、まず、純度は低いですけれども、問題ないもの
と思います。

井上座⻑
ほかの先⽣も、よろしゅうございますか。
ありがとうございます。
それでは、Ｒｅｐｒｏ、併⽤の反復投与をお願いいたします。

廣瀬委員
投与量が１００、３００、1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの３⽤量で⾏われておりまして、認められた毒性は３００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上

の軟便、あるいは下痢だけであります。
こういう症状が⾒られておりますけれども、体重にはほとんど影響は⾒られておりませんし、そのほかに、臓器重量、病理所⾒等で、全

く異常が認められておりませんので、毒性学的な意義は低いものと考えられます。
以上です。

井上座⻑
毒性学的な意義は低いということですが、安⽥先⽣、何か御付議はございますか。

安⽥委員
分娩をさせたもので、最⾼⽤量1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ群に「１⺟体が⼦を全然保育しなかった」という記載がございますけれども、

こういうことは時に起こり得ることでございまして、ただ１例でもございますし、毒性学的な影響があるものとは⾔えないと思います。

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。
よろしいようですね。
そうしますと、⼈健康影響に関しましては、事務局お御提案のとおり、収集された情報からは第⼆種監視化学物質相当とは判断されない

ということで御了承いただこうと思いますが、次に⽣態毒性についての御意⾒はいかがでしょう。
どうぞ、吉岡先⽣。

吉岡委員
この⽣態毒性の試験結果は、先ほどの物質と同じ時期ごろに⾏われております。
あるものをとって、あるものをとらないのはどうしてかと申しますと、この場合に、実濃度は実測されておりません。しかしながら、こ

の物質の性格といたしまして⽔に溶けやすく、また揮発性が少ないことから、濃度維持という観点においては、特別な問題があるというこ
とは考えられません。

なおかつ、得られておりますデータが、最⾼濃度区でもほとんど影響がないということでございますので、少なくとも第三種監視化学物
質判定について問題はなかろうというふうに思います。

井上座⻑
ありがとうございます。
ほかにはいかがですか。よろしいですか。
そうしますと、判定、ただいまありましたように、第三種監視化学物質相当ではなかろう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。

池⽥委員
１点お伺いしたいのですが、細かなことで恐縮です。今のページの⼀番下のところで、本来⽔溶性が⾼いもので、気化することは少ない

だろうと思われるのは、⼤気からだけ検出されて、ほかからは出てこないというのは、ちょっと不思議な感じがするのです。
多分、検出下限の違いかもしれない。あるいは、分析上のマトリックスの差かもしれません。このあたりは何か説明できる要因がありま

すか。

井上座⻑
事務局何か、説明できるよいあれはございますか。

事務局（環境省）



現在は持ち合わせていませんので、調べまして、次回御報告させてください。

井上座⻑
よろしくお願いいたします。
ほかにはございませんか。
ありがとうございます。
では、５－４７２、９ページですね。お願いいたします。

事務局（厚⽣労働省）
物質の名称は、２－メルカプトベンツイミダゾールでございます。
⼈健康影響について御説明いたします。
Ａｍｅｓ試験・陰性、染⾊体異常試験は、＋Ｓ９ｍｉｘ群及び４８時間処理群で構造異常の誘発を起こしており、陽性といたしました。
Ｄ２０値は、2.2ｒｅｖ．／ｍｇとさせていただいております。
２８⽇間反復毒性試験におきましては、組織学的所⾒の甲状腺－濾胞細胞過形成・肥⼤を推定根拠といたしまして、ＮＯＥＬ1.2ｍｇ／

ｋｇ／ｄａｙ未満とさせていただいております。
さらに、１１ページから、本物質につきまして⽂献情報がございましたので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試験は陰性、染⾊体異常試験は軽微な陽性であるが、ＮＯＥＬ1.2ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ未満である

ことから、第⼆種監視化学物質相当とさせていただいております。

事務局（環境省）
以上を踏まえまして、判定案につきましては、⼈健康影響につきまして、第⼆種監視化学物質相当とさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

井上座⻑
ありがとうございます。
それでは、これは構造からお願いいたします。

渡部委員
これは⽐較的よく知られた抗がん剤に、８－メルカプトプリンという化合物がありますが、この化合物のこの五員環の部分が全く同じ構

造なんですね。
その抗がん剤というのは、抗がん剤らしく⾮常に毒性が強い。ですから、これも、プリアナログとみなせば毒性が強くても不思議はない

と思います。

井上座⻑
ありがとうございます。
⼤変強い毒性のようですね。どうぞ。

⻄原部会⻑
多分これは、抗菌剤というか防腐剤だと思います。だから、少なくとも⽣態影響は出てくると思います。

井上座⻑
ということのようです。
それで、難分解性かつ⾼濃縮性でないということで、分解性・蓄積性に関してはコメントはございませんか。ありがとうございます。
それでは、Ａｍｅｓと染⾊体について、お願いいたします。

林委員
Ａｍｅｓ試験は、これは陰性としていいと思います。
染⾊体異常試験の⽅は、＋Ｓ９ｍｉｘ群で構造異常が認められておりますね。Ｄ２０が2.2ｒｅｖ．／ｍｇとかなり⾼い値を⽰しており

まして、強いものではないのですが、２⽤量にわたって陽性の反応も出ているということから、判定基準に書いてある「軽微な陽性」の
「軽微」というのは、これはもう取っておいた⽅がいいのではないかと思います。

井上座⻑
これは、Ａｍｅｓの陰性は毒性が強いからですか。

林委員
Ａｍｅｓの⽅は、今抗菌作⽤という話が出たのですけれども、確かに⼀番⾼い⽤量では、少し抗菌作⽤が出ておりますが、それほど強い

ものではないです。

井上座⻑
それはそれであるとしてもと。

林委員
ええ、⼗分判定はできます。

井上座⻑
そうですか。先⽣、どうぞ。

清⽔委員



Ａｍｅｓなんですが、表を⾒ていただきますと、これは5,000μｇ／ｐｌａｔｅから312.5μｇ／ｐｌａｔｅまでの間しか試験がなされて
いなくて、渡部先⽣がおっしゃったように抗菌性が強いのではないかと思うのですが、⾼濃度の⽅では毒性が出ている。そのために、濃度
を下げていくと、だんだんコロニー数がふえてきているんですね。

しかし、312.5μｇ／ｐｌａｔｅ以下はやっていないものですから、もしかすると出てくるかもしれない。ただ単純にもろ⼿を挙げて陰
性だというふうにはちょっと⾔い切れないところがあります。

井上座⻑
その程度のものではあるということですね。林先⽣、そういうことでよろしいですね。

林委員
はい、結構です。

井上座⻑
ありがとうございます。
それでは、これは２８⽇間試験が⾏われております。

前川委員
今⾔われたように、⾮常に毒性が強く出ております。この試験では、これはＲｅｐｒｏではなくて、２８⽇間の反復毒性ですけれども、

⽤量としては1.2、４、１２、上が、最⾼⽤量が４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙと、⾮常に予備試験の結果でも毒性が⾮常に強く出たものですか
ら、最⾼⽤量を４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙにしております。その結果、⾒られた毒性は、主として甲状腺に、そこに書かれておりますような
変化が出ております。

それとともに、変化としてはそんなに強い⽅ではありませんけれども、造⾎機能でありますとか肝機能、あるいは腎臓機能への影響も⾒
られているということで、最低⽤量の1.2ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで既に甲状腺に組織学的な変化が出ているということから、ＮＯＥＬはそれ
以下でということになります。

それから、なお、回復性も悪いということですね。
それから、参考データが、ほかの試験が添付されております。その試験でも、同じような所⾒が出ております。ＮＯＥＬも、かなり同じ

ようなところですね。
ただ、参考データとして出されたデータと、ここに出されてあるデータの⼀番の違いは、胸腺に対する影響、すなわち、あとの参考デー

タに出されている⽅は、胸腺に対しても影響が⾒られる。あるいは、イヌの免疫機能へも影響があるのではないかというようなことが論⽂
に書かれております。

しかしながら、このデータでは全くそれに関しては触れられておりません。触れられていないのは当たり前で、胸腺の重量も測っていな
ければ、組織学的な検査もしていないということです。ですから、そういう意味では、少し試験のプロトコールが悪かったであろうという
ことですね

井上座⻑
調べてあれば、おもしろかったところですね。

前川委員
そうですね。恐らくその作⽤は間違いないだろうと思います。

井上座⻑
甲状腺について、廣瀬先⽣、御付議、ございませんか。

廣瀬委員
別にないです。

井上座⻑
ありがとうございます。
ほかには。安⽥先⽣、どうぞ。

安⽥委員
⽣殖発⽣毒性、特に発⽣毒性、催奇形性に関しましては、１２ページに引⽤してありますFundamental and Applied Toxicologyのデー

タがございまして、発⽣毒性があるということは明らかだと思います。
問題は、そのＮＯＥＬをどうとらえるかですけれども、⾼⽤量では⼝蓋裂のような明確な異常が出ておりますが、低⽤量の⽅では、ねじ

れ尿管とか腎盂拡⼤とか、発⽣毒性の仕様としては割合弱いものが⾒られておりますが、あるいは、⾻化の遅延とかいうような問題がござ

いますけれども、⼀応この著者がとっておりますＮＯＥＬ、⽣殖毒性は3.3ｍｇ／ｍ３／ｄａｙというのはまあまあ妥当なところかなとい
う感じはいたします。

なお、この１２ページのまとめ、これはもとの論⽂が英語であったので、⽇本語に翻訳してあるのですが、異常の表現でありますとか、
あるいはその段、⼈体影響判定根拠というのの直前の⾏の終わりの⽅に、「頸椎体過⾻遅延」というわけのわからない⾔葉が出ておりまし
て、恐らくこれは⾻化の遅延という意味だと思うのですけれども、今「過⾻遅延」という表現は普通はとらないので、「⾻化遅延」と申し
ます。

私、「ねじれ尿管」に関しましても、⽇本先天異常学会でどういう名前にしたかというのを正確には覚えておりませんが、いろいろな⽂
献を処分してしまったものですから、江⾺先⽣にちょっと調べていただけませんか、この修正。お願いします。

江⾺委員
これはKinked ureter。



安⽥委員
ええ、Kinked ureterですよね。

江⾺委員
調べてみます。

安⽥委員
よろしくお願いいたします。
また、痕跡的腰助、rudimentary lumbar ribに関しましても、⼀応基準的な⽤語をこしらえたように思うのですが。

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。どうぞ。

⻄原部会⻑
きっと多分、記載ミスだと思うのですけれども、１２ページのトキコロジーのデータで、WistarRatへの経⼝投与ですね、それでＮＯＥ

Ｌが「／ｍ３」になっているのですけれども。５⾏⽬。

井上座⻑
これは、資料が１２ページと１３ページとあるんですか。何か間違っているんですね。

⻄原部会⻑

いずれにしても、強制経⼝投与のデータで、ＮＯＥＬ値が「3.3ｍｇ／ｍ３」になっている。

井上座⻑
そうなっていますね。

⻄原部会⻑

経⼝で「ｍ３」ということはあるんですか。

事務局（厚⽣労働省）
すみません、恐らく記載ミスだと思いますので、確認して修正いたします。

井上座⻑
それでは、お調べください。
それで、判定としましては、Ａｍｅｓ試験は陰性、染⾊体異常試験は、これは「軽微」は取るんでしたね。陽性であるが、ＮＯＥＬ値は

このままでよろしいんですかな、1.2ｍｇ／ｋｇ／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。ありがとうございま
す。

中杉委員⻑
それでは、続きまして、３－１７９９、事務局の御説明をお願いいたします。

事務局（厚⽣労働省）
１３ページを御覧ください。
物質名称は、１，４－ジシアノベンゼンでございます。
⼈健康影響について御説明いたします。
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は、⾎液⽣化学的検査、絶対・相対重量等を推定根拠といたし

まして、ＮＯＥＬ５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙと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は陰性であるが、ＮＯＥＬ５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ、こちら誤記がございま

す、「５」に修正いたします、ＮＯＥＬ５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから、第⼆種監視化学物質相当とさせていただいております。

事務局（環境省）
以上を踏まえまして、判定案でございますが、⼈健康影響について、第⼆種監視化学物質相当とさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

中杉委員⻑
よろしいでしょうか。１４ページの判定根拠のところのＮＯＥＬが、「1.25」が、これは記載ミスで、「５」という、事務局からの訂正

がありました。
それでは、まず構造からコメントをいただけますでしょうか。

渡部委員
これは、ＮＯＥＬが⽰すように毒性が結構強いのですけれども、このシアノ基というのは、これ⾃⾝は決して反応性に富む官能基という

ふうにはみなされておりません。
ただ、シアノ基の場合は、アセトニトリルだとかそういう、アルキルニトリル化合物に共通する、⽣体内⾦属に対する⽐較的強い配位⼦

になりやすいということで、毒性が発揮されるのだろうというふうに考えられております。
これは、化合物に２つのシアノ基がついておりますので、そういう意味でも配位⼦としての活性は強くなるのかなと思います。
ちなみに、モノシアノベンゼンというのでは、こんなに毒性が強くなかったというふうに私は記憶しております。



以上ですが。

中杉委員⻑
ありがとうございました。
構造から、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。
それでは、Ａｍｅｓ、染⾊体異常はいずれも陰性でございますが。

林委員
これは両⽅とも陰性として問題ないと思います。Ａｍｅｓ試験の⽅は5,000μｇ／ｐｌａｔｅ、染⾊体の⽅は１０ｍｇ／ｍＬもの限界⽤

量まで試験されていますので、問題ないと思います。

中杉委員⻑
よろしいでしょうか。
それでは、反復投与はＮＯＥＬが５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙということでございますけれども。

廣瀬委員
２８⽇間の反復投与毒性試験が⾏われておりまして、⽤量は1.255、２０、８０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙです。
この２８⽇間の試験をやる前に、単回投与の試験でＬＤ５０を求めておりますが、ＬＤ５０⾃体は2,000ｍｇと⾼いのですけれども、症

状として明らかな神経毒性が⾒られております。
しかしながら、２８⽇間の試験では⽤量が低いということがありまして、神経症状は認められておりません。
２８⽇間で認められました毒性は、まず、脂質系に対する影響が２０ｍｇ以上で認められております。
それから、腎臓に対する影響としまして、腎臓の⽐重量が２０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙｍｇ以上、それから、腎臓の硝⼦滴変性が２０ｍｇ／

ｋｇ／ｄａｙのさらに下の５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで認められておりますが、この硝⼦滴は、免疫学的染⾊で、α２ｕ－グロブリンであると
いうことが証明されておりますので、ＮＯＥＬの判定根拠からは除外できると思います。

それ以外に、肝臓に対する影響、甲状腺に対する影響が⾒られております。
ＮＯＥＬは、２０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで、トリグリセリド、リン脂質が増加しているということから、５ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙということ

になります。

中杉委員⻑
ありがとうございました。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。前川先⽣。

前川委員
所⾒に関しては、今、廣瀬先⽣がおっしゃったとおりです。特に追加するあれではございません。
ただ、推定根拠のところに、腎臓の絶対重量、特にオスの⽅で、２０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上でふえている。ただ、今さっきのお話のよ

うに、この腎臓がふえている理由として、α２ｕ－グロブリン絡みということを考えれば、この辺の重量をここに、推定根拠に書くという
のはいいのかなというのが１つ。

それから、ほかのものとの並びで⾒てみますと、α２ｕ－グロブリンは、これは確かに染まっているので、それには間違いないのですけ
れども、ここのところを⾒てみますと、腎の硝⼦滴というあれが⼀切出てこない。ですから、５ミリ以上では腎組織の硝⼦的は挙がってい
るけれども、括弧して、「（α２ｕ－グロブリンであることが証明済み）」とかいうようなことをやはりちょっと書いておく必要があるの
ではないかというように思います。

中杉委員⻑
事務局、よろしいですか。
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。
それでは、この物質については、第⼆種監視化学物質相当ということでよろしいでしょうか。では、そのように判定をさせていただきま

す。
続きまして、３－３０８です。資料の御説明をお願いいたします。

事務局（厚⽣労働省）
すみません、その前に、先ほど⻄原先⽣から御指摘いただきました１２ページの物質で、その他の情報につきまして、強制経⼝投与にな

っているのに、ＮＯＥＬの⽅は「ｍｇ／ｍ３」で表現されているというところなんですけれども、ただいま⽂献の⽅を確認いたしまして、

ＮＯＥＬの⽅が単位の⽅が「ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ」ということでしたので、「ｍｇ／ｍ３」の⽅を修正いたしたいと思います。⼤変申しわ
けありませんでした。

では、１５ページの⽅に戻りまして、御説明いたします。
名称の⽅は、１，３－ジス（アミノメチル）ベンゼンでございます。
⼈健康影響については、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は、⼀般状態、体重等を推定根拠とい

たしまして、ＮＯＥＬ１５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙとさせていただいております。
また、こちらにつきましては、他の毒性として、ＳＩＡＲ変異原性試験の結果がございました。染⾊体異常試験は陰性となっておりま

す。
簡易⽣殖の⽅も添付されておりまして、反復等毒性試験につきましては、⼀般状態を推定根拠といたしまして、ＮＯＥＬ５０ｍｇ／ｋｇ

／ｄａｙ、⽣殖発⽣毒性につきましては、全群で特に毒性学的影響が認められていないことから、ＮＯＥＬは最⾼⽤量である４５０ｍｇ／
ｋｇ／ｄａｙと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は陰性、ＮＯＥＬ１５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ、ただし、簡易⽣殖において
はＮＯＥＬ５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから、第⼆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。

事務局（環境省）



⽣態影響ついて申し上げます。
ＯＥＣＤのテストガイドラインに基づきまして、藻類⽣⻑阻害試験、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

試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
⽣態影響の判定根拠でございますが、３種の急性毒性試験から得られる最も低い毒性値がミジンコ急性遊泳阻害試験の結果の４８時間Ｅ

Ｃ５０＝１５ｍｇ／Ｌであることと、ミジンコ繁殖阻害試験において２１⽇間ＮＯＥＣの結果の4.7ｍｇ／Ｌであることも踏まえまして、
第三種監視化学物質相当でないとしています。

判定案でございますが、⼈健康影響につきましては、収集された情報からは第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しております。

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をお願いいたします。

渡部委員
これは、芳⾹環に、ベンゼン環にアミノ基がついておりますが、その間に、いわばスペーサーとして、メチレン基がそれぞれ含まれてい

るということで、それによって、芳⾹環に直結したアミンの毒性のように強くはないのだろうというふうに思います。
ただ、もう少し毒性が強いのではないかなと思ったのですけれども、そうではありませんでした。
以上です。

中杉委員⻑
構造から、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。
それでは、Ａｍｅｓ、染⾊体異常とも、陰性でございますが。

林委員
これは、Ａｍｅｓも染⾊体も陰性としていいと思います。
ただし、染⾊体異常の⽅は、先ほどの整理番号３－５のときにも述べましたが、テーブル中でかなり異常を有する細胞の⾼いパーセンテ

ージが記載された部分がありますが、これも細胞毒性によるものと考えていいと思います。
それから、他の毒性のところでＳＩＡＲより引⽤されていて、こちらの⽅も染⾊体異常は陰性ということですが、実際に中⾝を⾒ます

と、このデータの重複がありますので、この辺の書き⽅も少し考えないといけないかと思います。

中杉委員⻑
いいですか、今の林先⽣のコメント、事務局の⽅で。前に書いてあるのと、後ろで引⽤しているところの調整については。

林委員
ＳＩＡＲの⽅のデータの最初のデータ何かは、これの前のデータと全く同じデータですので、ＳＩＡＲの⽅でもまた何かサイトしている

ような印象を受けましたので、その辺を何か書き⽅を考えておく必要があるのではないかということです。

事務局（厚⽣労働省）
確認して、修正いたします。⼤変申しわけありませんでした。

中杉委員⻑
よろしいですか。
それでは、２８⽇間反復投与についてのコメントをいただければと思います。

前川委員
まずは２８⽇間の反復投与ですけれども、４⽤量、すなわち、１０、４０、１５０、６００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの⽤量でなされていま

す。
その結果、最⾼⽤量分で死亡が出ている。それとともに、そこに書かれてありますようないろいろな所⾒が出ております。
メインの所⾒は、前胃に対する傷害です。それ以下の１５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙのところでは、それらの変化が出ておりませんので、Ｎ

ＯＥＬは１５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙでよろしいかというように思います。
なお、その簡易⽣殖なんですけれども、こちらの⽅は５０、１５０、４５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの３⽤量でなされている。その結果、反

復投与毒性では、⼀般状態の流涎を判定根拠として、反復投与でのＮＯＥＬが５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙというようにここに書かれておりま
す。

ただ、これは、この簡易⽣殖でもそうですし、２８⽇間の反復投与でもそうなのですけれども、⾮常に前胃に対して影響が強い。⾮常に
強い刺激性があるということを考えますと、少なくともこの流涎、これは２８⽇の⽅もそうですけれども、簡易⽣殖の⽅では特に流涎は推
定根拠からは外すべきであろうと。

そうすれば、ＮＯＥＬはどちらも、２８⽇の反復投与毒性も簡易⽣殖も、反復投与毒性に関しては同じようにＮＯＥＬ１５０ｍｇ／ｋｇ
／ｄａｙということになろうかと思います。

安⽥委員
⽣殖毒性の⽅では、各部⾨に性周期の乱れた個体が少数出ておりますけれども、特に毒性学的意味はないものというふうに考えられま

す。

中杉委員⻑
ありがとうございました。
⼈健康について、追加のコメントはございますでしょうか。



そうすると、前川先⽣の御注意がありました簡易⽣殖の⽅の反復投与のＮＯＥＬは１５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙということで、よろしいで
すか、事務局。

では、このものについては、判定根拠のところが若⼲変わりますけれども、第⼆種監視化学物質相当でないということでよろしいです
ね。

それでは、今度は⽣態影響の試験についてのコメントをお願いします。

吉岡委員
⽣態試験の、もう⽐較的古いデータでございます。しかしながら、これは試験法上の問題がございませんので、第三種監視化学物質判定

に使⽤して⼗分かと思います。
以上です。

中杉委員⻑
追加のコメントはございますか。よろしいですか。第三種監視化学物質相当でないという判断でございますけれども。
全体として、追加のコメントがないようでしたら、この物質については、第⼆種監視化学物質、第三種監視化学物質、いずれも該当しな

いという判断でございます。よろしいでしょうか。
では、そのように判定をさせていただきます。
次に、３－５４０ですね。

事務局（厚⽣労働省）
続きまして、１８ページでございます。
物質名称は、６－ｔｅｒｔ－ブチル－２，４－キシレノールでございます。
⼈健康影響につきましては、Ａｍｅｓ試験・陰性、染⾊体異常試験・陰性、ＲｅｐｒｏＴｏｘ試験の反復投与毒性につきましては、⾎液

⽣化学的検査や相対重量を推定根拠といたしまして、ＮＯＥＬ６ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙとさせていただいております。
⽣殖発⽣毒性につきましては、分娩中⺟体死亡、着床数の現象を推定根拠といたしまして、ＮＯＥＬ３０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙとさせてい

ただいております。
判定根拠といたしましては、Ａｍｅｓ試験、染⾊体異常試験は陰性であるが、ＮＯＥＬ６ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから、第⼆種監

視化学物質相当とさせていただいております。

事務局（環境省）
⽣態影響ついて申し上げます。１９ページ以降でございます。
ＯＥＣＤのテストガイドラインに基づきまして、藻類⽣⻑阻害試験、めくっていただきまして、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁

殖試験、⿂類急性毒性試験が実施されておりますが、これらにつきましては、※印のところでございますが、「助剤を⽤いて溶解させて実
施しているが、被験物質濃度を実測していないことや、助剤濃度が⼀定していないこと及び助剤濃度が⾼いものがあること等に基づき、総
合的に判断しまして、第三種監視化学物質の判定に⽤いるべきではない。」とさせていただいております。

これに基づきまして、⽣態影響判定根拠ですが、現時点で得られている毒性情報は判定に不⼗分であるため、保留とさせていただいてお
ります。

判定案でございますが、⼈健康影響につきましては、第⼆種監視化学物質相当、⽣態影響については、保留とさせていただいておりま
す。

御審議をお願いいたします。

中杉委員⻑
それでは、まず構造の⽅からコメントをいただければと思います。

渡部委員
この化学構造は、明らかに抗酸化作⽤を⽬的としたものであります。そのように使われているはずです。
これは驚くほど毒性が強くあらわれております。活性酸素をスキャベンジする作⽤というのが抗酸化剤の⼤きな⽬的でございます。た

だ、これを⼤量に投与し、⾼い組織中濃度になりますと、⽣体の中でスーパーオキサイドのジェネレーターになるはずです。
このように強くあらわれている毒性というのは酸素毒性だろうというふうに考えられます。抗酸化剤のもつ強い還元剤のために少量では

活性酸素消去剤として⼤量では逆に発⽣剤として働く両刃の剣という作⽤をもっているのだということを申し上げたいわけです。
以上です。

中杉委員⻑
ありがとうございました。
構造から、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。
それでは、Ａｍｅｓ、染⾊体異常はいずれも陰性でございますが。

林委員
これも、Ａｍｅｓ、染⾊体ともに陰性として問題ないと思います。抗菌作⽤はかなり強く出ておりますが、突然変異の誘発作⽤は認めら

れておりません。
なお、染⾊体の⽅に関しましては、先ほどから何度も⾔っているように、テーブルの書き⽅で少し誤解を招くようなところがあるので、

それは注意していただくようにということだけでございます。

中杉委員⻑
ありがとうございました。
それでは、併合試験の結果がついておりますけれども、これについてコメントをいただければと思います。

廣瀬委員



投与量が６、３０、１５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの３⽤量で⾏われておりまして、メスでは最⾼⽤量で死亡例が⾒られております。
その他、最⾼⽤量で変化が認められておりますのが、貧⾎、それから腎臓に対する影響が⾒られております。
そのほか、肝臓に対する影響、つまり肝臓の⽐重量、実重量もそうですね、重量が増加するというような変化、それから、トータルプロ

テイン、アルブミンが増加する。γ－ＧＴＰが増加するというような変化が３０で認められているということから、ＮＯＥＬが６ｍｇとい
うことになります。

中杉委員⻑
ありがとうございました。
ＲｅｐｒｏＴｏｘ試験の追加のコメントはよろしいでしょうか。

安⽥委員
最⾼⽤量で、⼦宮内の着床痕数が有意に減少しておりまして、それから、統計的な有意差ではありませんけれども、４⽇の時点での⽣存

児数も、対象群に⽐べてかなり少なくなっているというところで、これらはやはり毒性のあらわれと評価できると思います。
すなわち、ＮＯＥＬ３０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙというの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。

前川委員
審査シートの⽅で、１つ修正をお願いしたい。今のＲｅｐｒｏＴｏｘの試験のところで、他の毒性として、組織学的な所⾒のところで、

腎臓の「好塩基化」というような記載が書かれていますけれども、これはちょっと不適切ですので、直しておいてください。
それと、これは⼩さいことですけれども、その上の推定根拠のところ、⽣殖発⽣毒性のところが、これは反復投与毒性の所⾒みたいな形

で書かれていますので、１字、左の⽅へ移してください。

中杉委員⻑
そうですね。⽣殖発⽣毒性のところは分けて書いていただくということで、よろしいでしょうか。
健康影響についての追加のコメントはございますでしょうか。
ないようでしたら、ＮＯＥＬが６ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ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でしょうか。
それでは、⽣態影響については、先ほど若林先⽣の御発⾔にあったのですけれども、ほかの情報から判断をするということで、ほかの情

報が使えないというので、保留ということの判断でございますけれども、吉岡先⽣、コメントをよろしくお願いします。

吉岡委員
事務局がおっしゃいますように、これは実測濃度もございませんし、また、試験の設定条件について、本来はしないような条件で⾏って

おりますので、適当ではないというふうには考えます。
ただし、助剤の問題が挙がっておりますけれども、対照と助剤対照を⽐較しまして、助剤が影響を与えているという明確な証拠はどの試

験にもございませんでした。
以上です。

中杉委員⻑
若杉先⽣、どうぞ。

若林委員
先ほどもちょっと気になったのですけれども、結論は検討していただくということで結構なんですけれども、出典的なものをやはり、⼈

健康の⽅はちゃんと書いてありますね。それは記載していただいておいた⽅がいいと思います。前に環境省でやったとか、それから、シー
トで得たとか。

中杉委員⻑
⼈健康影響の⽅は、論⽂が⼀番最初にポンと来るような形で記載されているので、そこら辺をはっきりさせろというお申し出だと思いま

すけれども。
⽣態影響について、追加のコメントはございませんでしょうか。
では、保留ということでよろしいでしょうか。
それでは、全体としてコメントがございませんようでしたら、この物質につきましては第⼆種監視化学物質相当、⽣態影響については保

留という判定をさせていただきます。

⻄原部会⻑
それでは、次の物質、３－７８、２，６－ジクロロトルエンについて、御説明をお願いします。

事務局（厚⽣労働省）
２１ページを御覧ください。
⼈健康影響について御説明いたします。
Ａｍｅｓ試験が陰性、染⾊体異常試験・陰性、ＲｅｐｒｏＴｏｘ試験の反復投与毒性試験につきましては、組織学的所⾒を推定根拠とい

たしましてＮＯＥＬ３０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ、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といたしましてＮＯＥＬ１００ｍ
ｇ／ｋｇ／ｄａｙと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は陰性、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させていただいております。

事務局（環境省）



⽣態影響について申し上げます。
２２ページ、中ほどの「他の毒性情報」のところを御覧ください。こちら、試験を記載させていただいたものですが、藻類⽣⻑阻害試

験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、ミジンコ繁殖試験、⿂類急性毒性試験が、ＯＥＣＤのテストガイドラインに基づきまして実施されており
ます。

２３ページの中ほど、※印のところでございますが、これらの試験は、⾮密閉系の試験があることと、助剤を⽤いて溶解させて実施して
いるが、被験物質濃度を実測していないことや、助剤の使⽤濃度が⾼いものがあるということ等に基づきまして、総合的に判断して、第三
種監視化学物質の判定に⽤いるべきではないと考えさせていただいております。

⽣態影響判定根拠でございますが、現時点で得られている毒性情報は判定に不⼗分であるため、保留とさせていただいております。
判定案でございますが、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対応すると判断されない。⽣態影

響につきましては、保留とさせていただいております。
御審議をお願いいたします。

⻄原部会⻑
それでは、まず構造の⽅からコメントはございませんでしょうか。

渡部委員
これは、ベンゼン環にメチルがついていなければ、恐らく第⼆種監視化学物質相当になるのではないかと思います。メタジクロロベンゼ

ンの毒性データを正確に思い出すことができないものですから、もしそれがあったら調べておいていただけると⼤変ありがたいのですが。
この化合物では酸化的に代謝されて、抱合を受けて排出されることによって低毒性になるのかなと思っております。
以上ですが。

⻄原部会⻑
それ以外の先⽣⽅から、コメントはございませんでしょうか。
それでは、分解性・蓄積性に関しては、もう既に判定済みですが、コメントはございませんでしょうか。
では、⼈健康で、Ａｍｅｓ・陰性、染⾊体異常・陰性ですが、コメントを。

林委員
これも、Ａｍｅｓ・陰性、染⾊体異常・陰性で問題はないと思います。
ただし、このものにつきましても、資料３－３の２１６ページのテーブルで、⼀部誤解を招きやすいところがありますので、気をつけて

いただきたいということだけ、つけ加えます。

⻄原部会⻑
どうもありがとうございます。
そのほかの先⽣で、ございませんでしょうか。
それでは、反復投与毒性に関してですが、ＮＯＥＬが３０、⽣殖発⽣毒性で１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙですが、コメント等ございません

でしょうか。

前川委員
ＲｅｐｒｏＴｏｘの試験でなされていまして、３０、１００、３００、1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの４⽤量でなされております。
その結果、そこに書いてありますように、１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上の、これはオスですけれども、腎臓の好酸性⼩体が増加をして

いるという所⾒が⾒られております。
これは、⼀番最初でしたか、２つ⽬か何かのやつでは、好酸性⼩体が増加しているけれども、それはα２ｕ－ミクログロブリンであるか

らということで、ＮＯＥＬの推定根拠からは外しましたけれども、このデータに関しましては、これが果たしてα２ｕ－ミクログロブリン
によるものかどうかというようなことがわかりません。染⾊もされておりません。

それから、事実メスでは、⾼⽤量でですけれども尿細管の⽅に変化も出ていますので、そういうことも考えますと、⼀応今の時点ではこ
れを推定根拠としてとらざるを得ないであろう。

それから、ＲｅｐｒｏＴｏｘの⽅では哺育⾏動が落ちているというのが３００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上で⾒られているということかと思
います。

なお、その他の毒性といたしまして、⾃発運動の低下、あるいは腹臥でありますとか、半眼というような所⾒が⾒られております。これ
は、先ほど渡部先⽣もおっしゃったトルエンの恐らく中枢神経の抑制作⽤というようなことなのかなというように思われます。

なお、３００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上のオスの⽅で、精巣に限局性の精細管萎縮が⾒られております。しかし、ＲｅｐｒｏＴｏｘの⽅で
⾒てみますと、⽣殖への影響はどうも出ていないというように思われます。

以上です。

⻄原部会⻑
どうもありがとうございます。
そのほかの先⽣で。どうぞ。

安⽥委員
確かに、データを⾒ますと、４⽇の児数などが、対象に⽐べて若⼲減っておりまして、哺育⾏動の低下というのはあるのではないかと疑

われますけれども、統計的な有意差は出ていないように、この表では⾒受けられますのですが、江⾺先⽣、その辺はいかがでしょうか。

江⾺委員
先⽣の今おっしゃるとおりでしたけれども、有意差は⾒られておりません。
それで、「哺育⾏動の異常」という記載がありましたことと、それから、３００、1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで⾒られておりますので、

３００を毒性と評価してＮＯＥＬを設定しました。



安⽥委員
私も、江⾺先⽣の御意⾒に賛成なんですけれども、機械的に、※印がついているかどうかというだけでは⾒られないというふうに考えて

よろしいかと思います。

⻄原部会⻑
どうもありがとうございます。
そのほかの先⽣⽅で、コメントはございませんでしょうか。
それでは、この物質に関して、⼈健康では第⼆種監視化学物質相当に該当するとは判断できないということであります。
次に環境影響、⽣態影響の⽅で、その他の情報がありますが、コメント等ございませんでしょうか。

吉岡委員
⽣態影響関係のデータで、実測濃度で「不明」と書いてあるのですが、これは測定せずと同じ意味ですか。

事務局（環境省）
記載の誤りでございますので、「測定せず」に直させていただきます。申しわけございません。

吉岡委員
はい。それで、⾼⽤量の⽣態試験は⾏われてはおりますけれども、先ほど事務局が説明されたようにさまざまな問題点がありますので、

根拠としてとるということは不適切であるというふうに思います。
さらに加えて、ミジンコ急性遊泳阻害試験は、２４時間の値しか持っておりませんので、本来の４８時間の値とは違うので、判定には⽤

いられまいと思います。
以上です。

⻄原部会⻑
ありがとうございます。
そのほかの先⽣⽅で、⽣態影響に対してございませんでしょうか。
それでは、⽣態影響に関しては、今のような理由で「保留」という形であります。
トータルして、判定としては、⼈健康は第⼆種監視化学物質相当ではない。⽣態影響に関しては保留という形で、この物質を処理させて

もらいます。よろしいでしょうか。
それでは、その次の物質に移ります。御説明お願いいたします。

事務局（厚⽣労働省）
続きまして、２４ページ、４，４ʼ－ビフェニルジオールでございます。
⼈健康影響については、Ａｍｅｓ試験・陰性、染⾊体異常試験は±Ｓ９ｍｉｘ群で、構造異常及び数的異常の誘発が認められることか

ら、陽性とさせていただいております。
Ｄ２０値は0.14ｍｇ／ｍＬとさせていただいております。
ＲｅｐｒｏＴｏｘ試験の反復投与毒性については、尿検査、組織学的所⾒を推定根拠といたしましてＮＯＥＬ８ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ、⽣

殖発⽣毒性につきましては、全群で特に毒性学的な影響が認められていないことから、ＮＯＥＬ２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙとさせていただ
いております。

判定根拠といたしまして、Ａｍｅｓ試験は陰性であるも、染⾊体が試験は陽性、ＮＯＥＬ８ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであることから、第⼆種
監視化学物質相当とさせていただいております。

事務局（環境省）
⽣態影響について申し上げます。
ＯＥＣＤのテストガイドラインに基づきまして、藻類⽣⻑阻害試験、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

試験が実施されています。結果は記載の通りでございます。
⽣態影響判定根拠でございますが、３種の急性毒性試験から得られる最も低い毒性値がミジンコ急性遊泳阻害試験の結果の４８時間ＥＣ

５０＝1.8ｍｇ／Ｌであり、かつミジンコ繁殖阻害試験において、２１⽇のＮＯＥＣが0.11ｍｇ／Ｌであることから、第三種監視化学物質
相当ではないとさせていただいております。

判定案でございますが、⼈健康影響につきましては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。

御審議のほど、お願いいたします。

⻄原部会⻑
まず、構造上から、コメント等はございますでしょうか。

渡部委員
フェノールであるからということで、⼀般論としてのお話をさせていただきます。フェノール誘導体というのは、⼀般に細胞毒性が強

い。それがために殺菌剤などとして汎⽤されるわけですが、そういう作⽤がこれにあるのかなというふうに思いましたら、余りありませ
ん。Ａｍｅｓ試験で菌の⽣育阻害ということが書かれておりますが、結構⾼い濃度のようです。

⻄原部会⻑
先⽣、これ、「ＯＰＰ」と⾔われていて、昔、柑橘類の防カビ剤として紙にしみ込ませて使われていたものだと思います。

渡部委員
そういう意味ではこれは、防ばい作⽤、あるいは防カビ作⽤という点でスペシフィックなんですかね。



⻄原部会⻑
ですね。と思います。
ほかに、構造上からコメント等はございませんでしょうか。
では、分解性・蓄積性に関しては、難分解性かつ⾼濃縮性ではないということで、Ａｍｅｓ・陰性、染⾊体異常・陽性ですが、コメント

をお願いします。

林委員
Ａｍｅｓ試験は陰性で、抗菌作⽤は確かに少し認められるのですけれども、それほど強いものではないようでした。
それから、あと染⾊体の⽅は、±Ｓ９群で、特に構造異常がはっきりと認められております。

⻄原部会⻑
それでは、ほかの先⽣⽅からコメントはございませんでしょうか。

⽵下委員
数的異常なんですけれども、再現性がないので、無理に⼊れない⽅がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

⻄原部会⻑
次に、反復経⼝投与毒性ですが、ＮＯＥＬが８ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ、⽣殖発⽣が２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙですけれども、これについて

はございませんでしょうか。

廣瀬委員
ＲｅｐｒｏＴｏｘが、８、４０、２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの３⽤量で⾏われておりまして、まず、尿検査におきまして、メスだけです

けれども、尿の⽐重が４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上で低下をしております。
それから、尿のクリスタルの量、と同時に尿の⽩濁、あるいはシュウ酸カルシウム結晶の量が、主に最⾼⽤量の２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａ

ｙで増加しておりますけれども、その下の４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙでも若⼲増加しております。
その他の所⾒としまして、肝臓に対する影響が最⾼⽤量の２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで出ております。
それから、腎臓への影響ですけれども、オスだけで好酸性⼩体の増加が確かに４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上であることはあるのですけれ

ども、特に有意差は⾒られていないようです。
そういうことで、⼀応４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで所⾒がありますので、ＮＯＥＬは８ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙということになるかとは思いま

すけれども、ただ、４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙでの変化が⾮常に弱いということを考えると、８ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙではなくて、ＮＯＥＬが
４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙでも特に違和感は感じないなというところでしょうか。

⻄原部会⻑
そのほかの先⽣でございませんでしょうか。あるいはＲｅｐｒｏＴｏｘの、⽣殖発⽣毒性の⽅でコメント等ございませんでしょうか。

安⽥委員
２００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙぐらいの量で、⼦どもが全部死んでしまったという例が１例出ておりますけれども、これ１例だけでございま

すし、毒性は顕著な意味はないと思われます。

⻄原部会⻑
私、構造のところでちょっと⾔い忘れたのですが、これ、エストロゲンリセプターに結合するリストの中に⼊っていたと思います。ビス

フェノールほど強くはなかったと思いますけれども、その辺の影響というのは出ていないですか。

安⽥委員
交配等に関しまして、あるいは⽣殖等に関しまして特に影響が出ているというふうには、データは⾒ておりませんでした。

⻄原部会⻑
どうもありがとうございます。

前川委員
⼀般毒性の⽅からも、そういうはっきりとしたあれは⾒られません。
それから、先ほど廣瀬先⽣がおっしゃったのですけれども、確かに４０以上で、それなりの変化は出ているのですけれども、⼤したあれ

ではないですね。⾮常に微細な変化ということで、ＮＯＥＬという意味では、むしろ４ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙという意味で、ＮＯＥＬをとっ
た⽅がいいのではないかなというような感じです。

⻄原部会⻑
ＮＯＥＬは、⼀応８ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙでいいですか。

前川委員
今までのあれを厳密にとれば、確かに８ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙになるんでしょうけれどもね。

廣瀬委員
そうですよ。現実とればね。先ほど申しましたように、⾮常に変化が弱いということで考えると、４０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙでも特に、い

いかなと。

⻄原部会⻑
そうすると、判定のあれになるのですけれども、染⾊体異常は陽性、軽微ではない。



林委員
軽微ではないです。

⻄原部会⻑
ということで、合わせ技みたいで申しわけないですけれども、第⼆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、⽣態影響の⽅について。

前川委員
ちょっといいですか、すみません。審査シートですけれども、そこの推定根拠のところ、尿検査は尿⽐重が「４０メス」となっています

けれども、「４０以上」ですね。
それから、組織学的な所⾒で、「肝臓が好酸性⼩体」となっていますけれども、これは「腎臓」の間違いですので、直してください。

⻄原部会⻑
訂正しておいてください。
それでは、⽣態影響の⽅ですが、コメント等ございませんでしょうか。お願いします。

吉岡委員
⽣態影響の⽅の試験法は問題ないと思います。
それで、最終的な判定として、第三種監視化学物質相当ではないというような案が出てきておりますが、やむを得ないというふうに判断

すべきだろうというふうに感じます。
といいますのは、２１⽇間のミジンコのＮＯＥＣの値が0.11で、0.01まで、あなたはできますかと⾔われたら、多分できないだろうと

思うのです。そういう意味からすると、もう本当にぎりぎりのところでセーフになってしまったというような化学物質であると思います。
しかしながら、もう⼀応基準が決まっておりますので、それから⼤きく外れるには、何か相当の理由がないといけませんが、それに関す

る理由がございません
以上です。

⻄原部会⻑
ありがとうございます。
そのほかの、⽣態影響の関係の先⽣で、コメント、お願いします。

若林委員
判定の根拠というか、結論はよろしいと思うのですけれども、この書き⽅なんですが、例えば３種の⽣物で、影響値が１０ｍｇ／Ｌ以上

とか、そのときはそれを書いてもよろしいと思うのですけれども、ミジンコが1.8、たしか⼀番低いのですけれども、例えば⿂類が、それ
では３だったらとか、５だったらということがございますね。だから、それは、⿂類が幾つとか、書かれた⽅がいいと思います。

第三種監視化学物質にするというときに書いたような表現を使わないと、「３つの中の最低値」という書き⽅では不⼗分だと思うので、
変えてください。

⻄原部会⻑
表現の仕⽅に関してですけれども。

事務局（環境省）
先⽣の御意⾒を踏まえまして、こちらの書き⽅は修正いたします。

⻄原部会⻑
⽣態影響に関しては、今そこに書いてあるような推定根拠で、第三種監視化学物質相当ではないという判定案でございます。
それでは、その次の物質に移らせてもらいます。

事務局（環境省）
次の物質に移ります前に、審議時間の延⻑についてお諮りいたします。
本⽇、既存化学物質の審議予定時間は１５時４５分までの予定でございましたが、本⽇、まだ議題も残っておりますので、先⽣⽅に御了

解いただけましたら、このまま継続して審議をお願いしたいと思います。

⻄原部会⻑
よろしいでしょうか。それでは、しばらく続けさせていただきます。

中杉委員⻑
それは、第⼆部の⽅との絡み合いで考えて、このまま続けて構わないですか。いわゆる既存化学物質というのはそんなに、場合によって

は急ぐ話ではない。新規化学物質については、後ろのデッドラインがありますから、そこら辺をよくよく考えて判断をしていただく必要が
あるのだと思うのですけれども。

事務局（環境省）
新規化学物質については、書⾯で審議お願いできないかと考えております。この既存の議題に関しましては傍聴の⽅もおられますので、

公開の会議が限られていることを踏まえ、本⽇御審議をお願いしたいと思っております。

中杉委員⻑
それでは、そうしましょう。

⻄原部会⻑



それでは、審議を続けさせていただきます。
４－９０ですね。御説明をお願いします。簡潔に。

事務局（厚⽣労働省）
審査シート２７ページでございます。
物質名称は、４，４ʼ－メチレンジフェノールでございます。
⼈健康影響につきましては、Ａｍｅｓ試験・陰性、染⾊体異常試験につきましては、±Ｓ９ｍｉｘ群で構造異常及び数的異常の誘発を起

こしており、陽性とさせていただいております。
Ｄ２０値は0.26ｍｇ／ｍＬとさせていただいております。
２８⽇間反復投与毒性試験におきましては、⾎液⽣化学的検査、相対重量の変化を推定根拠といたしまして、ＮＯＥＬ６０ｍｇ／ｋｇ／

ｄａｙと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試験は陰性であるが、染⾊体異常試験は陽性、ＮＯＥ６０であることから、第⼆種監視化学物質相

当とさせていただいております。

事務局（環境省）
⽣態影響ついて申し上げます。
ＯＥＣＤのテストガイドラインに基づきまして、藻類⽣⻑阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、⿂類急性毒性試験が実施されておりま

す。結果は記載のとおりでございます。
⽣態影響の判定根拠でございますが、３種の急性毒性試験から得られる最も低い毒性値が、ミジンコ急性遊泳阻害試験の結果の４８時間

ＥＣ５０＝１２ｍｇ／Ｌであり、かつ藻類⽣⻑阻害試験において、２１⽇間ＮＯＥＣが0.76ｍｇ／Ｌであることから、第三種監視化学物質
相当ではないとさせていただいております。

判定案でございますが、⼈健康影響につきましては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。

御審議をお願いいたします。

⻄原部会⻑
それでは、まず構造から。

渡部委員
特にございません。

⻄原部会⻑
１つ前とほぼ同じで。

渡部委員
そうですね。ただ、メチレンで遮蔽されておりますので、両⽅のフェノールの電⼦の移動がブロックされておりますから、そういう意味

では、かなり性質が違うと思います。

⻄原部会⻑
ＥＲへの結合性もあるということです。
それでは、分解性・蓄積性は既に済んでおりますので、Ａｍｅｓ・陰性、染⾊体異常・陽性ですが。

林委員
Ａｍｅｓ試験は陰性で問題ないと思います。
それから、染⾊体異常の⽅なんですけれども、これも、陽性ですが、このものにつきましては、⾮常に細胞毒性に近接した⽤量のみでの

陽性、再現性があるという意味で、ちょっと微妙なところはあるのですが、また、あと、数的異常の⽅に関しましても、⽤量相関が全く⾒
られないということで、このものについては、私は軽微という範疇ではないかと思うのですけれども、ほかの先⽣の御意⾒も聞いていただ
きたいと思います。

⻄原部会⻑
それでは、そのほかの先⽣⽅で。清⽔先⽣、お願いします。

清⽔委員
私も同じ考えです。

⻄原部会⻑
それでは、軽微というふうな感覚ですね。
それでは、反復投与についてコメントをお願いいたします。

前川委員
反復投与は、２８⽇間の試験という形で、６０、２５０、1,000ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙの３⽤量でなされております。その結果、２５０ｍ

ｇ／ｋｇ／ｄａｙ以上でそこに書かれてありますような⾎液への影響、あるいは重量ですね、肝臓とか、副腎だとか、腎臓何かへの影響、
それから、腎臓では組織学的な影響も⾒られております。

それ以外の他の毒性といたしまして、特に最⾼⽤量群では、腹臥位とか、うずくまり、⾃発運動の低下、歩⾏失調、閉眼というような所
⾒も⾒られているということです。

その結果、ＮＯＥＬは６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙということになろうかと思うのですけれども、そうしますと、先ほどの染⾊体異常の試験
が、陽性ではなくて「軽微」というお話になりますと、ＮＯＥＬも、６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙではありますけれども、そんなに低い値では



ない。それから、回復性に関しては、これはという所⾒は出ておりません。そういたしますと、ちょっと問題になるのかなと。
それで、あと、廣瀬先⽣にもお伺いしたいのですけれども、この⼀般状態でそういう、出ましたような腹臥位、うずくまり、あるいは歩

⾏失調、閉眼というような所⾒が、神経系への影響と考えられるのかどうかですね。
ただ、もう１つ前の、構造的にも似ていました前の物質では神経系への影響も検索をされておりまして、それでは、前の物質では影響は

なかったというようなことが記載されております。
このような症状は、⾮常に強い毒性が出ておれば、死亡するような毒性であれば出てきてもいいのですけれども、それ以外の、いわゆる

死亡も含めて、そういう死亡するような状態ではなかったと考えられますので、その辺ちょっと廣瀬先⽣の御意⾒をお聞きしたいと思いま
す。

⻄原部会⻑
それでは、廣瀬先⽣。

廣瀬委員
確かに、最⾼⽤量で⾃発運動の低下、腹臥位、歩⾏失調というような、神経毒性を疑わせるような症状が出ておりますが、多くの場合

は、投与後３時間で回復します。
それから、症状が認められているのが投与の１⽇⽬から６⽇⽬までで、その後ではもう症状が出ないというようなことですので、投与初

期には軽い、神経系から抑制がある可能性はありますけれども、全体として⾒る限り、それほどこれは、明らかな神経毒性ととるにはちょ
っと躊躇するかなというふうに考えております。

前川委員
軽い抑制作⽤みたいなものですかね。

⻄原部会⻑
そのほかの先⽣⽅で、コメントはございませんでしょうか。
池⽥先⽣、お願いします。

池⽥委員
今の神経毒性に関連してですが、先ほど渡部先⽣もおっしゃったように、フェノール類というのは⼀般に⾮常に早く代謝されます。その

意味では、投与した後、⽐較的短期間には神経症状が出る場合がありますけれども、速やかに排泄されてしまうと、リカバリーが早い。そ
の意味では、例えばトルエンあるいはビフェニールで⾒られるような神経毒性とはかなり意味が違うと思います。その意味で、今おっしゃ
ったことに賛成です。

今度は判定の部分になるのですけれども、先ほど学んだことは、「変異原性」という⾔葉の場合には、テストとして今３つ載っています
けれども、そのうちで明らかなというか、疑いのない陽性の場合には、１つ陽性でも、中等度の毒性と組み合わせて評価するということで
すね。今度の場合に、「軽微」と⾔われると、ますますくせ⽟で、難しくなってくると思うのですが、いかがでしょうか。

⻄原部会⻑
どうですか。染⾊体異常は。そこら辺の関係の先⽣の御意⾒、もう⼀度お願いいたします。

林委員
⼀応、ここで使っている判定基準としましては、陽性の場合にあって、再現性や⽤量反応関係に乏しい場合と、または、概ね５０％ある

いは、それ以上の細胞増殖阻害が起こる⽤量でのみの陽性反応等は、原則として「軽微の陽性」と判断するという、基準がございます。
それで、その基準に照らし合わせて、今回のこれを⾒てみますと、⽤量のとり⽅がかなりこの試験では細かくとってあります。２倍も⾏

かないような細かい⽤量でとってあって、その１つ上の⽤量では、もう完全に細胞が死滅して観察ができないような、そういう細胞毒性で
す。その１つ下の⽤量でのみの反応であるということで、⽤量依存性といっても、最⾼⽤量のところでぽつっと出ているだけというような
状況でございます。したがいまして、これは「軽微」という範疇に⼊れてもいいのではないかと考えます。

１つ問題とすれば、幾つかの実験条件下で試験が⾏われていて、この軽微な陽性が再現されているというところが、ちょっとくせ者では
あるかと思います。

それから、数の異常の⽅に関しましても、これは、資料３－３の２７１ページとか２７２ページで御覧になってもわかりますように、ト
レンドテスト、傾向性検定においては、これはすべてマイナスというか、有意でないということになっておりまして、これについてもやは
り軽微だということが⾔えるかと思います。

⻄原部会⻑
どうもありがとうございました。
清⽔先⽣、いかがでしょう。

清⽔委員
⼤体、そういうような考え⽅でよろしいと思います。

⻄原部会⻑
ということは、「軽微な陽性」という表現でよろしいでしょうか。
とすると、判定根拠に合わすとどうなりますか。

事務局（厚⽣労働省）
こちらの結果が「軽微」ということになりますと、いわゆる合わせ技ということが使えませんので、ＮＯＥＬ６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙで

は第⼆種監視化学物質相当ということには判断できませんので、判定案については、第⼆種監視化学物質相当でないというふうになるかと
思います。



⻄原部会⻑
そういう判定案が出ましたけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

事務局（厚⽣労働省）
すみません、ちょっとよろしいですか。渡部先⽣、これ、ビスフェノールＡの類似構造になりませんか。ちょっとそれが気になったもの

ですから。構造から１００％最終判断は厳しいかもしれないのですけれども。

渡部委員
いや、それはないかと思います。

事務局（厚⽣労働省）
このままでよろしいですか。

渡部委員
ビスフェノールＡをはじめ、ビスフェノール類の構造－活性相関については⻄原先⽣の⽅がお詳しい。

⻄原部会⻑
いわゆる「ＤＥＳ」と⾔われているものだったら、⼆重結合で平⾯に固定されていることで⾮常に強いというのは明らかであるのですけ

れども、ビスフェノールＡに関しては、⾔われているほど強くはないですね。そうすると、これももっと強くないのではないか、弱いので
はないかなという気はします。

渡部委員
ありがとうございます。

⻄原部会⻑
そういうふうには思っていますので、それほど気にすることはないのではないかと、私⾃⾝は思っていますが。よろしいですか。

事務局（厚⽣労働省）
わかりました。ありがとうございました。

⻄原部会⻑
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ではないということで判定とさせてもらいます。
⽣態影響に関して、第三種監視化学物質相当でないということですが。吉岡先⽣。

吉岡委員
３つの試験法とも正確にされておりますので、試験としては問題はないと思います。それの根拠に基づいて、第三種監視化学物質相当で

ないという判定も、むべなるかなと思います。

⻄原部会⻑
どうもありがとうございます。
そのほかの先⽣で、その他、コメント等ございませんでしょうか。
それでは、この物質に関しましては、第⼆種監視化学物質相当でない、第三種監視化学物質相当でないという判定にさせてもらいます。

事務局（環境省）
残り、⽣態影響に関する１０物質の審議をお願いしております。３物質または４物質ずつまとめて御説明させていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。

井上座⻑
お願いいたします。

事務局（環境省）
それでは、御説明いたします。
審査シート２９ページ、名称、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノンでございます。
こちらは、化審法テストガイドラインに基づきまして、藻類⽣⻑阻害試験等３試験が実施されております。結果は記載のとおりでござい

ます。
⿂類急性毒性試験について御説明いたします。３１ページの上の⽅の（１）を御覧ください。この試験におきましては、１回⽬の試験に

おいて死亡率の逆転現象が認められたことから、確認を⾏うために再試験を実施しております。
再試験を実施した結果、死亡率の逆転現象は⽣じなかったことから、判定のための毒性値は再試験のものを採⽤しています。
１ページ戻っていただきまして、３０ページの上の⽅から１０⾏⽬ほどの「助剤︓なし」の下でございますが、９６時間ＬＣ５０が、初

回本試験の実測値は3.8ｍｇ／Ｌ、再試験におきましては3.6ｍｇ／Ｌとなっております。数値としては、3.6ｍｇ／Ｌを採⽤するというこ
とでございます。

それでは、３１ページの⽣態影響判定根拠でございますが、藻類⽣⻑阻害試験において、７２時間ＥｒＣ５０が0.67ｍｇ／Ｌ、及び⿂類
急性毒性試験において９６時間ＬＣ５０が3.6ｍｇ／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。

判定案でございますが、⽣態影響について、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。
続きまして、審査シート３２ページでございます。２－ｔｅｒｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、こちらでございますが、化審法テストガイ

ドラインに基づきまして、３種の試験が実施されております。結果は記載どおりでございます。
⽣態影響判定根拠につきましては、⿂類急性毒性試験において、９６時間ＬＣ５０が1.9ｍｇ／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。



続きまして、審査シート３３ページの２，２－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］プロパンでございますが、こちらも、
化審法テストガイドラインに基づきまして、３種の試験が実施されております。結果は記載どおりでございます。

３４ページに⽣態影響判定根拠がございまして、３種の急性毒性試験から得られる最も低い毒性値が藻類⽣⻑阻害試験の結果の０－７２
時間ＥｒＣ５０＝１７ｍｇ／Ｌであり、かつ藻類⽣⻑阻害試験において、０－７２時間ＮＯＥＣが0.95ｍｇ／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。

御審議をお願いいたします。

井上座⻑
３物質、御説明いただきましたが、最初の物質について、４－１３０ですが、これについてはいかがでしょうか。

吉岡委員
この物質の１回⽬の本試験と２回⽬の再試験というものの違いは、低濃度区で、要するに⿂が死んだ。それで、⾼濃度区で⼀部死ななか

ったという部分が発現した。試験としては、時々あり得ることなんですけれども、低い濃度区で連続して起きたというので再試験を⾏った
ようであります。

これはある機関が⾏ったのですけれども、そういう試験の態度は評価をされてしかるべきだなというふうには思います。
以上です。

井上座⻑
ありがとうございます。
問題点のあるものについてだけ御発⾔いただくことにいたしますが、いかがでしょうか。
よろしいですか。
それでは、⽣態毒性試験についてのただいまのコメントを記載に⼊れて、そして、判定根拠としては、違うのかな。判定根拠はこのまま

でよろしいですね。それで、第三種監視化学物質相当物質であるという判定とさせていただきます。
それから、次、２番⽬の３－５２１、３２ページの物質ですが、これについてコメントがありましたら、コメントのみお願いいたしま

す。どうぞ。

⻄原部会⻑
構造上ですけれども、先ほどありました３－５４０と、オルト位のメチルがないだけです。だから、同じような毒性が出ると思います。

井上座⻑
そういうコメントでございます。
ほかにはいかがでしょうか。ありがとうございます。
それでは、事務局の御提案にありますように、⿂類急性毒性試験において云々、第三種監視化学物質相当であるということで御確認願い

たいと思います。ありがとうございます。
次は４－１７８及び４－９１６の両⽅の整理番号がついておりますが、これについてはいかがでしょうか。どうぞ。

⻄原部会⻑
構造上からです。これ、エーテルのところが切れれば、ビスフェノールＡです。ただ、環境中でもエーテルはなかなか切れにくいので、

このままではＥＲに対するバインディング活性もないと思います。

井上座⻑
ということだそうでございますが、ほかにはございませんか。⽣態影響そのものについてのコメントはいかがですか。

吉岡委員
特にございません。

井上座⻑
特にないということでございます。
それでは、御提案に従って、３種の急性毒性試験から得られる云々、省略いたしますが、３監相当ではないということで御了承いただき

ます。ありがとうございます。

中杉委員⻑
次も、⼆、三物質をまとめて。

事務局（環境省）
御説明いたします。審査シート３５ページ、フェノチアジンでございます。
こちらは、化審法のガイドラインに基づきまして３種の試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
３６ページの⽣態影響判定根拠でございますが、藻類⽣⻑阻害試験において、７２時間ＥｒＣが0.74ｍｇ／Ｌ、７２時間ＮＯＥＣが0.1

ｍｇ／Ｌ、及びミジンコ急性遊泳阻害試験において、４８時間ＥｉＣ５０が0.055ｍｇ／Ｌ、⿂類急性毒性試験において９６時間ＬＣ５０
が0.96ｍｇ／Ｌ以上であるものの横転等の重篤な症状が認められ、かつ１２０時間のＬＣ５０が0.78ｍｇ／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。

次の物質でございますが、３７ページ、２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノールでございます。
こちらは、めくっていただきまして３８ページでございますが、化審法テストガイドラインに基づきまして、３種の試験が実施されてお

ります。結果は記載のとおりでございます。
⽣態影響判定根拠につきましては、３９ページでございます。藻類⽣⻑阻害試験において、７２時間ＥｒＣ５０が1.0ｍｇ／Ｌ、ミジン

コ急性遊泳阻害試験において４８時間ＥｉＣ５０が0.33ｍｇ／Ｌ、及び⿂類急性毒性試験において、９６時間ＬＣ５０が0.68ｍｇ／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。



判定案のところでございますが、本物質につきましては、⼈健康影響について、７⽉１４⽇付けで第⼆種監視化学物質として告⽰を⾏っ
たところでございます。

⽣態影響につきましては、第三種監視化学物質相当を提案させていただきます。
続きまして、審査シート４０ページでございます。ジフェニルエーテルでございます。
化審法テストガイドラインに基づきまして、３種の試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
⽣態影響判定根拠でございますが、藻類⽣⻑阻害試験におきまして、７２時間ＥｒＣ５０が0.58ｍｇ／Ｌ、及び⿂類急性毒性試験におい

て９６時間ＬＣ５０が1.8ｍｇ／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。
次の物質でございますが、４２ページでございます。２，３，３，３，２ʼ，３ʼ，３ʼ，３ʼ－オクタクロロジプロピルエーテルでございま

す。
こちらは、化審法テストガイドラインに基づきまして３種の試験が実施されております。結果は記載のとおりでございます。
⽣態影響判定根拠でございますが、ミジンコ急性遊泳阻害試験において、４８時間ＥｉＣ５０が0.078ｍｇ／Ｌ、及び⿂類急性毒性試験

において、９６時間ＬＣ５０が0.59ｍｇ／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。
以上、４物質、御審議お願いいたします。

中杉委員⻑
それでは、まず、５－９０８についてコメントがございましたらぜひお願いいたします。第三種監視化学物質相当ということでございま

すが、よろしいでしょうか。どうぞ。

吉岡委員
難⽔溶性のため、ばく露時間を延ばしているのですけれども、経時変化をずっと⾒ますと、１２０時間以上延⻑すると、さらに毒性が下

がるように予想されます。
それから、この物質の問題点は、⼀般的な問題点ですけれども、光分解性のため、全部暗くして実験を⾏っておりますが、⾃然条件でそ

ういうことが起きるということは、まず普通は考えられません。
そういう意味では、光分解性のものをどのように判定していくのか、あるいは難⽔溶性で⾮常に⻑期かかって⾼い毒性が出現するような

物質をどうするのかというような問題を、提⽰していると考えられます。
試験結果につきましては、特に問題はないと考えております。
以上です。

中杉委員⻑
今の現⾏の考え⽅でいけば、第三種監視化学物質相当ということでございますね。
よろしいでしょうか。問題点があるということの指摘は、特に留めておいてください。
それでは、次に３－５２１、これについてのコメントはございますでしょうか。どうぞ。

⻄原部会⻑
構造上からは、先ほど出てきたもの２つと、よく似たものであります。抗菌性が多少ある。

中杉委員⻑
試験結果についてはいかがでしょうか。

吉岡委員
特にございません。

中杉委員⻑
よろしいでしょうか。それでは、この物質も第三種監視化学物質相当という判断にさせていただきます。
次が３－６５０ですね。これについて、これも第三種監視化学物質相当という判定でございますけれども、コメントはございますでしょ

うか。どうぞ。

吉岡委員
これは、ミジンコ急性阻害試験において、公⽐の値が濃度によって違っております。本来はこういうことはすべきではないのですけれど

も、第三種監視化学物質判定に当たって影響が起きるというふうには考えません。
以上です。

中杉委員⻑
その点は注意をしていただくということでございます。よろしいでしょうか。
では、この物質も第三種監視化学物質という判定をさせていただきます。
４つ⽬の物質でございます。２－３７９。これも第三種監視化学物質相当という判定でございますけれども、コメントはございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。
コメントがないようでしたら、これについても第三種監視化学物質という判定をさせていただきます。

⻄原部会⻑
それでは、残りの３物質について、説明をお願いします。

事務局（環境省）
御説明いたします。審査シートの４４ページになります。８－ヒドロキシキノリンでございます。
こちらは、化審法テストガイドラインに基づきまして、３種の試験が実施されています。結果は記載のとおりでございます。
⽣態影響判定根拠でございますが、藻類⽣⻑阻害試験において、７２時間ＥｒＣ５０が0.52ｍｇ／Ｌ、及び⿂類急性毒性試験において、

９６時間ＬＣ５０が2.5ｍｇ／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。



続きまして、４５ページ、エチルシクロヘキサンでございます。
こちらは、化審法テストガイドラインに基づきまして、３種の試験が実施されています。結果は記載のとおりでございます。
⽣態影響判定根拠でございますが、藻類⽣⻑阻害試験において、７２時間ＥｒＣ５０が0.63ｍｇ／Ｌ、ミジンコ急性遊泳阻害試験におい

て、４８時間ＥｉＣ５０が0.67ｍｇ／Ｌ、及び⿂類急性毒性試験、９６時間ＬＣ５０が0.75ｍｇ／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。

続きまして、４７ページ、イソプロピルナフタレンでございます。
本物質でございますが、１位と２位にそれぞれ結合した混合物でありましまして、存在⽐は１位のものと２位のものが３︓７となってお

ります。
こちらは、化審法テストガイドラインに基づきまして、３種の試験が実施されています。結果は記載のとおりでございます。
⽣態影響判定根拠は４８ページでございますが、藻類⽣⻑阻害試験において７２時間ＥｒＣ５０が0.25ｍｇ／Ｌ、ＮＯＥＣが0.079ｍｇ

／Ｌ、ミジンコ急性遊泳阻害試験において、４８時間ＥｉＣ５０が0.15ｍｇ／Ｌ、及び⿂類急性毒性試験において、９６時間ＬＣ５０が
0.74ｍｇ／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。

御審議をお願いいたします。

⻄原部会⻑
ただいまの３物質で、まず最初の物質について、コメントはございませんでしょうか。第三種監視化学物質相当ということですが。よろ

しいでしょうか。
それでは、２番⽬のエチルシクロヘキサン。これも第三種監視化学物質相当ということですが。４５ページです。よろしいでしょうか。
それでは、最後のイソプロピルナフタレン。これも第三種監視化学物質相当という判定ですが、いかがでしょうか。よろしいでしょう

か。

若林委員
全体的な話なのですけれども、新規化学物質のときには、⽔の溶解度とか出てきますよね。⼤体は推定できるのですけれども、⽣態影響

の場合、溶解度は⾮常に重要なので、もしわかった場合には、どこか、脚注でも何でも結構なんですけれども、書いていただきたいのと、
それから、多分４７ページの、ＷＡＦの間違いだと思うのですけれども、ＷＳＦになっています。これ、直しておいてください。

事務局（環境省）
修正いたします。

⻄原部会⻑
修正、お願いします。
そのほか、先⽣⽅で、コメントはございませんでしょうか。
それでは、この３種類の物質に関しても、事務局案どおり第三種監視化学物質相当という判定にさせていただきます。

中杉委員⻑
それでは、最後少し急いでしまいましたけれども、⼈健康、⽣態影響についての案件は終わりましたので、次の議題に移りたいと思いま

す。

渡部委員
ちょっとその前に、申しわけありませんが、時間が押していますけれども。
この段階で、事務局の側に質問させていただきたいと思っておりました。既存化学物質で、第⼆種監視化学物質相当、ないしは第三種監

視化学物質相当、あるいは両⽅ともの相当ということになりましたときに、これは、そうすると⽣産量輸⼊量だとか何だとかは、これから
モニターが始まるわけですね。届出ですね。

その後、化学物質の事業者からの移動、あるいは排出などが記録されるＰＲＴＲ法のモニター化合物になるときの⼿続きというのは、ど
の程度時間がかかるんですか。

なぜこの質問をするのかといいましたら、この間開催された、化学物質安全対策部会で、⾮専⾨家の委員の⽅から、化学物質の製造、放
出、ないしは消費といった部分について、⼀体どうやってモニターしているんだという話が出まして、とにかく要監視化学物質に指定され
なければ、そういうことはできないのだと。どこで、だれが、どれだけつくってもいいという野放しの状態であるのだと説明いたしまし
た。

それで話は⾃然にＰＲＴＲのことになったわけですが、これ、お聞きしようと思っております。
どなたもよく知らない。私も知らない。私は、ちなみにＰＲＴＲの委員の⼀⼈です。

中杉委員⻑
ちょっと私が答える⽴場ではないのかもしれませんけれども、ＰＲＴＲは法律、何年後に⾒直しをしろということで今、少し検討が始ま

っている。
その中で、今度の⾒直しのときは当然、対象物質の⾒直しが⼊る。そのときに、化審法の監視化学物質は、ある程度情報が考慮されると

いう、そういうスキームに、流れとしてはなるのだろうと。
監視化学物質だから、ＰＲＴＲの対象物質に即なるかどうかというのは、まだこれからの議論になっていくのだろうというふうに思いま

すけれども。

渡部委員
そうですね。何かそのあたりのジョイントが、うまくできていないような感じがするんですよ。化学物質の安全性に⾮常に関⼼を強く持

っておいでの⽅、部会の委員をなさっておられる⽅というのはみんなそういう⽅たちですが、ちょっといらついております。そういう化学
物質の安全性対策に関する情報宣伝活動も⼤変重要かなと思います。国⺠の皆さんに対するリスク・インフォメーション、あるいはコミュ
ニケーションを分かりやすく積極的にやって下さい。

事務局（経済産業省）



今、先⽣が⾔われたように、このＰＲＴＲ対象物質の⾒直しについては、詰めなくてはならないのですけれども、五、六年前ですか、決
めたときは、毒性データ、何項⽬か、ちょっと今すぐには思い出せないのですが、変異原性とか、いろいろなこと、慢性毒性とかも⼊れて
クライテリアを決めまして、当時存在したデータで選んでおります。

そのときに、⽣態毒性も⼊っていまして、化審法はまだ⼊っていなかったのですけれども、⽣態毒性も先取りしていまして、⽣態毒性の
クライテリアを決めて、その数字で⼊ってきたものを選んでいます。あと、発がん性も⼊っていました。ＩＡＲＣのランクが、例えば１と
かなら当然⼊れるというふうに幾つかあって、それで、どれかが引っかかれば、毒性でクライテリアに⼊れる。

あともう１つ、暴露の⽅では、です。たしか１００トン以上だったかと思うのですが、１００トン以上の⽅がＰＲＴＲ対象、１種ですよ
ね。たしか１０トン以上がＭＳＤＳの部分ですか、いわゆる第２種、ＰＲＴＲ法でいくと、ＰＲＴＲの対象物質とＭＳＤＳの対象物質を⽣
産量で分けて決めております。

だから、今度⾒直しのとき、これまた今度の新しい有害性情報が⼊っていますので、そこら辺を全部⾒直して、改めて毒性の観点から１
つ評価する。

それと、もう１回、また経済産業省の⽅で、⽣産・輸⼊実態調査という数字をとっていますので、その⽣産量と輸⼊量の数字を掛けて、
量とハザードの観点からまた⾒直しというのをやっていくような仕組みかなと。私は担当ではないのであれですけれども、そういうことを
考えている最中のようでございます。

中杉委員⻑
判定基準⾃体も、これから議論をもう１回し直して、⾒直しが当然あると思いますので、渡部先⽣が⾔われるように、⽣産量、第⼆種監

視化学物質、あるいは第三種監視化学物質になって、⽣産量がある⼀定以上のものについては、ＰＲＴＲという流れをつくるというのも１
つの案ではある。

これから、そこら辺の議論になるのだろうと思いますけれども、まだこれからどのぐらい、スケジュールは私⾃⾝も正確にはわかりませ
んけれども、法律の中で、何年後に⾒直しをしろということがまとめられているので、それに沿って作業は進められていくのだろうと理解
していますけれども。よろしいですか。

渡部委員
どうもありがとうございました。現状はよくわかりました。

中杉委員⻑
それでは、議題３のその他のところで渡部先⽣の発⾔があったのかなと思いますけれども、その他、事務局の⽅でありますでしょうか。

事務局（経産省）
お⼿元の配布資料の最後に、ちょっと折り込まれた⼤きめの配布資料があるかと思いますけれども、これは本⽇、分解・蓄積性において

御審議いただいた化学物質のＱＳＡＲの結果でございます。きょうは時間がなくて御紹介できませんので、後ほど御覧いただきたいと思っ
ております。

中杉委員⻑
よろしいでしょうか。今回の既存の物質についての部分ですね。
それでは、本⽇の審議会の第１部、少し不⼿際で延びてしまいましたけれども、これで終了させていただきたいと思います。
休憩を少しとるということで、何時から始めましょうか。事務局の⽅でどうお考えですか。３０分でいいですか。

事務局（環境省）
１６時半からお願いしたいと思います。

中杉委員⻑
それでは、１６時半から２部を開催したいと思います。
第２部は⾮公開とさせていただきますので、⼤変申しわけありませんけれども、傍聴の⽅は退室をお願い申し上げます。

以上
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