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これからの労働衛生の中心課題
• 労働者の健康を脅かす職場のリスクを、予防
の立場から、適切に管理すること
• これをリスクマネジメント、リスク管理などと呼
ぶ
• 従来からの５管理もリスク管理そのものだが、
法規にもとづくハザード管理という印象がある
• 今後は、予防的な考え方をより強め、事業者
が自主的に適切な管理を行うことが重要

化学物質のリスクマネジメント
櫻井治彦
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スライド

何故、自主的対応の必要性が
強調されるようになったか？

何故、自主的な管理が必要か？
• 危険又は有害な因子の種類はきわめて多い
• 国による規制で、全てのリスクに対応すること
は不可能
• 労働者へのリスクが特に大きく、また自主的
な対応に任せておくことができないようなリス
クについてのみ、規制が必要
• 大部分は事業者の自主的対応に依存

スライド

• 労働衛生は、国内的にも国際的にも、基本的には
進歩の方向にある
• いつも進歩し続けるわけではなく、ときどき悪化に転
ずるが、それを契機として、また進歩の方向が探ら
れてきている
• 厳しい競争的環境により、さまざまな問題が起きて
いる
• 事業者の責任が厳しく問われる時代になっている
• リスクマネジメントによって対応せざるを得ない
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化学物質によって最近起こった
問題の例
•
•
•
•
•
•
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労働災害防止計画の推移

アスベスト
ダイオキシン
内分泌かく乱化学物質
シックハウス
インジウム（肺疾患）
ナノマテリアル

1

第1次

1958－62

第2次

1963－67

労働災害の低減

第3次

1968－72

労働安全衛生法の制定（1972）

職業性疾病の予防

第4次

1973－77

第5次

1978－82

第6次
第7次

1983－87
1988－92

健康保持増進

第8次
第9次

1993－97
1998－02

快適職場
潜在的危険性への対応

第10次

2003－07

リスクを低減

第11次

2008－

リスク低減対策を最重点課
題とする

作業環境管理、作業管理
健康管理
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法規等による化学物質の
リスクマネジメントの現状

前記２，３の物質の管理の方法を
定めている規則等

1. 製造、輸入、譲渡、提供、使用の禁止
（石綿、ベンジジン、４－アミノジフェニル、４－
ニトロジフェニル、ビスクロロメチルエーテル、
βナフチルアミン、黄燐マッチ、ベンゼンゴ
ムのり）
２．製造に際し、厚生労働大臣の許可が必要な
もの （ＰＣＢ，ベリリウム、など７物質）
３．その他、製造・取扱上の管理が必要なもの

スライド

•
•
•
•
•
•
•
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有機溶剤中毒予防規則
特定化学物質障害予防規則
鉛中毒予防規則
４アルキル鉛中毒予防規則
石綿障害予防規則
じん肺法
粉じん障害防止規則

スライド

管理の方法

9

その他の規制等

禁止

排ガス処理

作業環境評価

許可

排液処理

記録保存

表示

残さい物処理

休憩室

労働衛生教育

ぼろ等の処理

洗浄設備

健康管理手帳

漏えい防止

飲食等禁止

密閉装置

床の構造

掲示

局所排気装置

立入り禁止措置 作業記録

プッシュプル

容器等

• 労働者のダイオキシン類へのばく露防止の
規制
• ナノマテリアルに対するばく露防止等のため
の予防的対応
• がんその他の重度の健康障害を生ずるおそ
れのある化学物質への対応

• 化学物質等安全データシートの交付
（640種・義務）

健康診断

全体換気装置

作業主任者選任 報告

除じん

作業環境測定

スライド
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•

インジウム・スズ酸化物等取扱い作業による健康障害防止対策の徹底
について (通達：22年12月22日）

など
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努力義務化の根拠条文

その他の規制等

• 第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定める
ところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じ
ん等による、又は作業行動その他業務に起因する危
険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、こ
の法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講
ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するた
め必要な措置を講ずるように努めなければならない。
ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有
する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を
生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについ
ては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属
する事業者に限る。

• 新規化学物質の有害性の調査
• 既存化学物質の有害性の調査
– 国による有害性の調査

–国によるリスク評価の実施
• 化学物質等による危険性または有害性
等の調査とその結果に基づく措置
（これは事業者の努力義務）

2

スライド

12

スライド

化学物質取扱い以外で
努力義務化された業種

自主的対応では何が重要か？

林業

通信業

鉱業

各種商品卸売業

建設業

家具・建具・じゅう器等卸売業

運送業

各種商品小売業

清掃業

家具・建具・じゅう器小売業

製造業

燃料小売業

電気業

旅館業

ガス業

ゴルフ場業

熱供給業

自動車整備業

水道業

機械修理業

スライド

• 法規は当然遵守する
• 行政指導は当然尊重する
• これらは、標準的対応を超えるものではなく、
状況によっては、より積極的、予防的な対策
が望まれる
• 基本的には、各事業場ごとに異なる状況に対
応して、自分の頭で考える、または内外の人
材の知恵を借りる、リスク管理が必要になる
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化学物質の種類はきわめて多い

（1/2）

• すべての化学物質には何らかの有害性があ
る
• 化学物質の有害性(ハザードともいう)は化学
物質に付随した性質である．しかし有害性の
ある物質が存在するだけでは中毒は起こらな
い．ヒトが化学物質にばく露して初めて中毒
が現実化する．ヒトがある化学物質によって
受けるリスクは，その化学物質の有害性とば
く露量によって決まる．

16

有害性（ハザード）とリスク

15

有害性（ハザード）とリスク

• C AS R egis try(C hemicl Abs tract S ervice
R egis try)に登録された化学物質の種類は、
2011/１/30 １2：00現在、119,183,501に達し
ている。 最終のC AS -number は1261106-142
• その内、無機及び有機化学物質が56,716,417、
核酸・タンパク質等（S equences ）が
62,467,084 となっている。毎日、約12,000物
質が追加されている

スライド
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スライド
（2/2）

17

化学物質によるリスクを
どう判断するか？

• 化学物質による健康障害を予防するために
は，ハザードではなくリスクを考える必要があ
る．例えば,発がん物質は有害性が大きいが，
ばく露が起こらなければ問題はない．中毒を
防止しようとする際に，かってはハザードだけ
に着目する傾向があったが，最近はリスクを
管理することを目標にするようになったのは，
より合理的といえる．

• リスク＝有害性×ばく露
• ばく露を考慮せず有害性のみによってリスク
の大きさを判断することは困難
• 有害性（ハザード）は個々の化学物質に固有
の性質
– 何処でも何時でも変わらない

• ばく露は状況によって非常に大きく異なる
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化学物質によるリスクを
どう制御するか？

リスク評価（リスクアセスメント）
• リスク評価(リスクアセスメント)は，有害性とば
く露程度を考え合わせて行う．
• 化学物質のばく露限界値の数値は，その化
学物質の有害性データ重要な総括である．
• 現在のばく露程度，あるいは今後予測される
ばく露程度が，ばく露限界値を超えていなけ
ればリスクは許容できる範囲にあると判断す
る
• 逆にいえば、そのような判断が可能となるよう
なばく露限界値を設定し、使用すればよい

• 人は個々の化学物質の有害性を制御できない
から、われわれが持つ選択肢は下記の3つに限
定される
– 化学物質を使用しない
– より有害性の低い物質に代替する
– ばく露を下げる

• メンタルヘルス対策、感染症対策では人の感受
性を下げる（耐性を上げる）ことも重要な手段で
あるが、化学物質管理ではこの手段は採らない

スライド
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• 数日未満のばく露で成立する中毒を急性中
毒，数ヶ月以上のばく露で始めて起こる中毒
を慢性中毒，中間を亜急性中毒、あるいは亜
慢性中毒という．この定義は明確ではなく，お
およその感覚である．
• 急性中毒は相対的に大きなばく露を受けて
起こる．慢性中毒は最も低いばく露レベルで
起こる． 亜急性、亜慢性は中間である．

標的臓器

21

動物実験でのばく露期間

ばく露時間

スライド
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•
•
•
•

急性ばく露：1時間～4時間～数日
亜急性ばく露：1週～4週
亜慢性ばく露：13週（90日）
慢性ばく露：1年～2年

• アンダーラインのある期間は標準的によく行
われる．
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標的臓器

（1/２）

• 人体に不要な化学物質が体内に高濃度で存在す
る状態になると，いろいろな臓器や組織でいろいろ
な毒性を発現することになる．すなわちばく露量が
多ければ多いほど，毒性による健康障害の起こり方
が複雑になる．
• しかし，ばく露量が少ないと，体内に存在する量も，
毒性発現のぎりぎりの量となり，最も感受性の高い
臓器（組織）でのみ毒性が現れる．これを標的臓器
という．
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（２/２）

• 標的臓器がわかっていることに加え，さらに
大きなばく露を受けたとき，どのような臓器で
どのような毒性が現れるかという，毒性発現
の順序が分かっていることが，毒性を系統的
に理解することにとって重要である．標的臓
器での毒性及びその後の毒性の現れ方に関
する知識が中毒予防にも非常に役立つ．

4
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閾値

閾値のない毒性

• それ以下のばく露では，最も感受性の高い個
人も影響を受けないと考えられるばく露量を，
閾値という．
• 多くの種類の毒性には閾値があると考えられ
る．すなわち，それ以下のばく露に抑えてお
けば，誰にも影響が現れないと想定している
• 必然的に、慢性ばく露における標的臓器での
閾値が重要である．

• 発がん性（遺伝子障害性によるもの）には閾
値がないと考えられている．
• 発がん性でも、刺激の反復、それによる炎症
の持続、細胞の死と再生の繰り返し、というメ
カニズムで発がんにいたる場合は、前段階の
炎症や細胞死には閾値があると想定できる．
したがって、通常この種の発がん性には閾値
があると考える．

スライド
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人についてのデータか、
実験動物についてのデータか？

ばく露限界値
• 閾値には個人差がある
• 最も感受性が高いと思われる個人における
閾値（その推定値）をばく露限界値とすれば
よい
• 閾値はばく露のあり方によって異なる
• 例えば、一般環境ばく露と職業ばく露では、
ばく露時間が違う（ばく露シナリオを考える）
• 情報の精度が十分でない場合が多いので、
その不確実性を考えて、やや安全サイドに
寄った数値を採用する

スライド
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• 人を観察して得られたデータがあれば、それ
は重視する
• 従来の労働環境におけるばく露限界値の多く
は人についてのデータに依存している
• ほとんどは、疫学調査・研究による
• しかし、人についてのデータがないか、あるい
は極めて不十分な化学物質が圧倒的に多い
• したがって、実験動物についてのデータが重
要であり、今後はますますそれに依存する
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スチレンの職業性曝露における
ばく露限界値の設定

ばく露限界値の例

• 日本産業衛生学会（1999年）の勧告
• 50ｐｐｍ又はそれ以上のばく露で，末梢神経伝導速度
の遅れが起こり得る
• 25～50ｐｐｍ以上のばく露で，神経行動テストバッテ
リーのうち，数字符号テストや反応時間の遅れが現
れる
• 30～50ｐｐｍ程度のばく露で，後天性の色覚異常が
起こり得る
• 以上のデータに基づいて，ばく露による神経機能障
害を起こす可能性がないであろう濃度として20ｐｐｍを
提案する

• 職業ばく露
– 許容濃度、許容基準
– ＴＬＶ（T hres hold L imit V alue)

• 一般ばく露
– 環境基準値（大気、室内空気、水、土壌など）
– 環境指針値、目標値など
– 耐容摂取量（ＴＤＩ）、許容摂取量（ＡＤＩ）

5
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ベンゼンの職業性ばく露における
ばく露限界値の設定

化学物質のばく露限界値の
一般的な設定方法

• 日本産業衛生学会（1997年）の勧告
• ベンゼンはヒトに対して発がん性がある
• 米国P liofilm製造工場の従業員についての疫学調査（コホート研
究）
• 1ｐｐｍのベンゼンに40年間ばく露したときの白血病による過剰
死亡リスクは0.762×10 -3
• 過剰死亡リスク 1× 10 -3に対応する濃度は1.31ｐｐｍ
• 過剰死亡リスク 1× 10 -4に対応する濃度は0.13ｐｐｍ
• 勧告値： 1× 10 -3に対応する勧告値は1 ｐｐｍ（3.2ｍｇ/ｍ3 ）
1× 10 -4 に対応する勧告値は0.1 ｐｐｍ（0.32ｍｇ/ｍ3）

スライド

1. 個別の化学物質について，既存の文献から
得られる，ばく露レベルと健康影響に関する
全ての情報を収集するよう努める
2. その際，2次情報のみでなく，最近までの1
次情報をすべて集めるよう努める
3. 発がん性，変異原性の有無を判断する

32

スライド

33

ばく露限界値の設定方法 （続き）

ばく露限界値の設定方法 （続き）

７．NO AE L （無毒性量）（毒性影響が認めら
れない範囲での最も高いばく露濃度又は
ばく露量）を特定する
８．NO AE L が不明の場合はL O AE L （最小毒
性発現量）を特定する

4. 遺伝子障害性に基づく発がん性があると
判断された場合は,閾値が存在しないと
想定してばく露限界値を設定する
5. 上記以外の場合は，閾値が在るとの想
定の基にばく露限界値を設定する
6. 得られた情報の中から，限界値設定に役
立つ文献を特定する（慢性ばく露を重視）

スライド
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(No-obs erved-advers e-effect L evel)
(L owes t-obs erved-advers e-effect L evel)

９．適切な不確実性係数を考慮してばく露限
界値を決定する（ばく露シナリオを考慮）
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農薬のばく露限界値であるＡＤＩ
（Acceptable D aily Intake）の決定方法
（許容一日摂取量、一日摂取許容量）

ベンスルフロンメチルのＡＤＩ

• 多くの農薬や食品添加物のADIがすでに決
定されている
• すべて実験動物のデータに基づいている
• 何十年にわたって、特に問題が発生しなかっ
たという事実の積み重ねが支持を与えている
• そのように決定されてきたAD Iについて、明確
な根拠に基づき問題点が指摘され、改定され
た例は、私の知るところでは存在しない

• 食品安全委員会が平成22年10月までに審議
した農薬440物質の一つで、最近（22年10月
19日）の決定例である
• スルホニルウレア系除草剤（デユポン株式会
社が１９８０～８１年に開発、日本では1987年
初回登録、今回再検討）

6
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ベンスルフロンメチルのＡＤＩ（続）

ベンスルフロンメチルのＡＤＩ（続）

• ラットを用いた2年間慢性毒性試験

• 犬を用いた1年間慢性毒性試験

– ＳＤラット（一群雌雄各80匹）に混餌（０,５０,750,７
５００ｐｐｍ）投与
– ７５００ｐｐｍで肝臓の病理学的変化、貧血、体重
増加抑制が認められたが、７５０ｐｐｍではこれら
の所見なし．発がんの所見もなし．
– したがって、７５０ｐｐｍ（雄３０ｍｇ／ｋｇ体重／日）
がＮＯＡＥＬ

スライド

– ビーグル犬（一群雌雄各5匹）に混餌（０,５０,750,７
５００ｐｐｍ）投与
– ７５００ｐｐｍで肝臓の病理学的変化が認められた
が、７５０ｐｐｍではこの所見なし
– したがって、７５０ｐｐｍ（雌19.9ｍｇ／ｋｇ体重／日）
がＮＯＡＥＬ
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ベンスルフロンメチルのＡＤＩ（続）
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ばく露限界値の設定例（試案）
１，４－ジシアノベンゼン

• 各種の試験の結果、最小のＮＯＡＥＬである、
19.9ｍｇ／ｋｇ体重／日を、ＡＤＩ算出の根拠と
して採用する
• 安全係数（不確実性係数）を100とする

•
•
•
•
•
•

• これは標準的な安全係数である（種差に対し
て10、個体差に対して１０を採用）
• 19.9／１００の ０.19ｍｇ／ｋｇ体重／日を
ＡＤＩと決定

スライド
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40

CAS No. 623-26-7
既存化学物質（化審法により国が試験実施）
別名：テレフタロニトリル
用途：燻蒸剤として使われる殺菌・殺虫剤
分子量：128.14
常温における性状：白色結晶

スライド
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ばく限界値の設定例（試案）
１，４－ジシアノベンゼン

ばく露限界値の設定例（試案）
１，４－ジシアノベンゼン

• 発がん性に関連するデータ

• 28日間反復経口投与毒性試験の概要

– Ａｍｅｓ試験：陰性
– 染色体異常試験：陰性
– 発がん性に関する動物実験成績はない

– 用量設定：0，1.25，5，20，80ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
– 1群： ラット，雄，雌，各7匹
– 5ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ以上の雄で，腎臓の褪色と尿細
管上皮の硝子滴沈着が認められた
– 20ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ以上の雌で血中トリグリセリド
の増加が認められた

• 発がん性以外の毒性を指標として、閾値がある
と想定してばく露限界値を設定する

• ＮＯAＥＬ＝1.25ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ

7
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スライド

一般人に対するばく限界値の設定例（試案）
１，４－ジシアノベンゼン

43

一般人に対する
大気中ばく限界値の設定例（試案）
１，４－ジシアノベンゼン

• ＮＯAＥＬ： 1.25 ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
• 不確実性係数：

•
•
•
•

– 種差：10
– 個体差：10
– 短期反復毒性試験であること、および経口
から吸入への外挿であることを考慮して：10
– あわせて10×10×10＝１000

ヒトの耐容1日摂取量：1.25μｇ/ｋｇ/ｄａｙ
標準体重：50 ｋｇ
一日の標準吸入空気量：15 m３ /day
ばく露限界値：1.25×50÷15＝4.2 μｇ/ m３

• ヒトの耐容1日摂取量：1.25 μｇ/ｋｇ/ｄａｙ

スライド
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スライド
１，４－ジシアノベンゼン

労働環境空気中ばく限界値の設定例（試案）
１，４－ジシアノベンゼン

無影響量
不確実性係数
動物→ヒト

• ＮＯAＥＬ： 1.25 ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
• 不確実性係数：種差（10），短期試験と経口から吸入
への外挿（10）
合計 100
• 労働者の耐容1日摂取量：12.5μｇ/ｋｇ/ｄａｙ
• 労働者の標準体重： 50 kg
• 労働時間中の標準吸入空気量：10 ｍ３ /8 hour
• ばく露限界値：12.5×50÷10＝ 62.5 μｇ/ m３

スライド

個体差
亜急性→慢性
経口→吸入

耐容一日摂取量
体重
吸入空気量
ばく露限界値

46

45

一般環境
労働環境
1.25ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
1000
100
10
10
10
1
10

10

1.25μｇ/ｋｇ/ｄａｙ 12.5μｇ/ｋｇ/ｄａｙ
50 kg
50 kg
３
10 ｍ３ /8 hour
15 m /day
３
62 μｇ/ m３
4.2μｇ/ m

スライド
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ばく露限界値の設定例（試案）

曝露限界値の設定例（試案）
N-エチルアニリン

N-エチルアニリン

• 既存化学物質（化審法により国が試験実施）
• 用途：有機合成原料、アゾ染料、トリメタン染
料の中間物、ゴム薬、医薬
• 分子量：121.18
• 常温における性状：淡黄色または淡褐色の
液体

• 28日間反復経口投与毒性試験の概要
– 用量設定：0，1，5，25，125ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
– 1群：ラット，雄，雌，各6匹
– 5ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ以上の雌雄で，メトヘモグロビン
血症およびそれに伴う溶血性貧血が認められ
た

• ＮＯAＥＬ＝1 ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ

8
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スライド

ばく露限界値の設定例（試案）

一般人に対するばく露限界値の設
定例（試案） N-エチルアニリン

N-エチルアニリン
• 発がん性に関連するデータ

• ＮＯAＥＬ： 1 ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
• 不確実性係数：

– Ａｍｅｓ試験：陰性
– 染色体異常試験：弱陽性
– 発がん性に関する動物実験成績はない

– 種差：10
– 個体差：10
– 短期反復毒性試験であること，ならびに染色体異常
試験が弱いながらも陽性であることを考慮して：10
– 経口から吸入への外挿：２
– あわせて10×10×10×２＝２000

• 発がん性がないとは判断できないが、弱い変
異原性しか認められていないことから、発が
ん性以外の毒性を指標として、閾値があると
想定してばく露限界値を設定する

スライド

• ヒトの耐容1日摂取量：0.5 μｇ/ｋｇ/ｄａｙ

50

スライド

• ＮＯAＥＬ： １ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
• 不確実性係数：種差（10），短期試験と弱い染色
体異常陽性（10）、経口から吸入への外挿（2）
合計 200
• 労働者の耐容1日摂取量：5μｇ/ｋｇ/ｄａｙ
• 労働者の標準体重： 50 kg
• 労働時間中の標準吸入空気量：10 ｍ３ /8 hour
• ばく露限界値：5×50÷10＝25 μｇ/ m３

ヒトの耐容1日摂取量：0.5 μｇ/ｋｇ/ｄａｙ
標準体重：50 ｋｇ
一日の標準吸入空気量：15 m３ /day
ばく露限界値：0.5×50÷15＝1.67 μｇ/ m３

スライド

無影響量
不確実性係数
動物→ヒト
個体差
亜急性→慢性
染色体異常（軽度）
経口→吸入

耐容一日摂取量
体重
吸入空気量
ばく露限界値

52

スライド

一般環境
労働環境
１ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
2000
200
10
10
10
1
10
2

2
5μｇ/ｋｇ/ｄａｙ
50 kg
10 ｍ３ /8 hour
25 μｇ/ m３

53

ばく露限界値（試案）の設定例
パラジブロモベンゼン
• 既存化学物質
• 用途：医薬品・農薬・塗料などの合成中間体，
くん蒸剤
• 分子量：235.9
• 常温における性状：白色結晶

10

0.5μｇ/ｋｇ/ｄａｙ
50 kg
15 m３ /day
1.6 μｇ/ m３

51

労働環境空気中のばく露限界値の設定例
（試案） N-エチルアニリン

大気中の ばく露限界値設定例
（試案） N-エチルアニリン
•
•
•
•

49

9
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スライド

ばく露限界値（試案）の設定例
パラジブロモベンゼン

ばく露限界値（試案）の設定例
パラジブロモベンゼン

•
•
•
•

28日間反復経口投与毒性試験の詳細
用量設定：0，4，20，100，500ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
1群： 雄，雌，各6匹
20ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ以上の雄で，腎臓の近位尿細
管に好酸体および硝子滴が，雌でプロトロン
ビン時間の短縮が認められた
• 100 ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ以上では腎臓，肝臓の病理
学的変化ならびにそれらと関連ある血液生化
学的変化が認められた

• 化審法の既存化学物質審査データ
• Ａｍｅｓ試験：陰性
• 染色体異常試験：陽性 Ｄ20値＝2.0ｍｇ/ｍｌ
• 28日間反復投与毒性試験(経口投与）：
ＮＯAＥＬ＝4ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ

スライド
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スライド

ばく露限界値（試案）の設定例
パラジブロモベンゼン

• ＮＯAＥＬ： 4 ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
• 不確実性係数：

– Ａｍｅｓ試験：陰性
– 染色体異常試験：陽性 Ｄ20値＝2.0ｍｇ/ｍｌ
– 発がん性に関する動物実験成績はない

– 種差：10
– 個体差：10
– 短期反復毒性試験であること，ならびに染色体異常試
験が弱いながらも陽性であることを考慮して：10
– 経口から吸入への外挿：２
– あわせて10×10×10×２＝２000

• 発がん性がないとは判断できないが、弱い変異
原性しか認められていないことから、発がん性
以外の毒性を指標として、閾値があると想定し
てばく露限界値を設定する

• ヒトの耐容1日摂取量：2 μｇ/ｋｇ/ｄａｙ

58

スライド
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労働環境空気中パラジブロモベンゼンの
ばく露限界値（試案）（設定例）

大気中パラジブロモベンゼンの
ばく露限界値（試案）（設定例）
•
•
•
•

57

ばく露限界値（試案）の設定例
パラジブロモベンゼン

• 発がん性に関連するデータ

スライド
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• ＮＯAＥＬ： 4 ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
• 不確実性係数：種差（10），短期試験と弱い染色
体異常陽性（10）、経口から吸入への外挿（2）
合計 200
• 労働者の耐容1日摂取量：20μｇ/ｋｇ/ｄａｙ
• 労働者の標準体重： 50 kg
• 労働時間中の標準吸入空気量：10 ｍ３ /8 hour
• ばく露限界値：20×50÷10＝100 μｇ/ m３

ヒトの耐容1日摂取量：2 μｇ/ｋｇ/ｄａｙ
標準体重：50 ｋｇ
一日の標準吸入空気量：15 m３ /day
ばく露限界値：2×50÷15＝6.7 μｇ/ m３

10

スライド

スライド

一般環境
労働環境
4ｍｇ/ｋｇ/ｄａｙ
2000
200
10
10
10
1

パラジブロモベンゼン

無影響量
不確実性係数
動物→ヒト
個体差
亜急性→慢性

61

大気環境基準値と管理濃度の違い
環境基準値

管理濃度

（μｇ／ｍ３）

（μｇ／ｍ３）

３

３２００

１／１０６７

５４０００

１／２７０

比

10

10

ベンゼン

2

2

トリクロロエチレン

２００

2μｇ/ｋｇ/ｄａｙ
50 kg
15 m３ /day
6.7 μｇ/ m３

20μｇ/ｋｇ/ｄａｙ
50 kg
10 ｍ３ /8 hour
100 μｇ/ m３

テトラクロロエチレン

２００

３４００００ １／１７００

ジクロロメタン

１５０

１７００００ １／１１３３

染色体異常（軽度）
経口→吸入

耐容一日摂取量
体重
吸入空気量
ばく露限界値
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スライド
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違いが許容される根拠

大気指針値と管理濃度の違い

ほんとに正しいか？
指針値

管理濃度

（μｇ／ｍ３）

（μｇ／ｍ３）

比

アクリロニトリル

２

４３００

１／２１５０

塩化ビニル

１０

５２００

１／５２０

クロロホルム

１８

１４７００

１／８１７

１,２－ジクロロエタン １．６

４００００

１／２５０００

水銀

０．０４

２５

１／６２５

ニッケル

０．０２５

１００

１／４０００

スライド

•
•
•
•

ばく露時間（週168時間か週40時間か）
継続ばく露か断続ばく露か
子供、老人、女性、病人を含むか、含まないか
リスクについての情報が提供されていないか、
いるか
• 個人の健康がモニタリングされていないか、い
るか
• 個人の利益に関連していないか、いるか

64

スライド

化学物質等による危険性又は有害性等
の調査等に関する指針

65

コントロールバンディング
Ｃｏｎｔｒｏｌ B anding

• 事業者は、化学物質等による疾病については、・・・・・、化学
物質等の有害性の度合及びばく露の量のそれぞれを考慮し
て次の手法により見積もることができる。なお、次の手法のう
ち、アの方法を採ることが望ましい。
• ア 調査の対象とした化学物質等への労働者のばく露濃度
等を測定し、測定結果を当該化学物質のばく露限界（日本産
業衛生学会の「許容濃度」等）と比較する方法。その結果、
ばく露濃度等がばく露限界を下回る場合は、当該リスクは、
許容範囲内であるものとして差し支えないものであること。
• イ 調査の対象とした化学物質等による有害性及び当該化
学物質等への労働者のばく露の程度を相対的に尺度化し、
それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ有害性及びばく露の程
度に応じてリスクが割り付けられた表を使用してリスクを見
積もる等の方法。

• イギリスのＨＳＥが開発（C O S HH E s s entials ）
• 最近はR is k Management T oolboxとも呼ばれ
る
• T oolboxのなかに種々のT oolkitが含まれる（例
えば有害性のみならず危険性への対応）
• ＩＬＯ等国際機関でも使用を推奨
• ばく露限界値そのものは使用しないですむ

11
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スライド

有害性（5区分）

コントロールの方法（4区分）
1.
2.
3.
4.

（ＧＨＳ分類への対応を考慮して）

Ａ：非常に弱い急性毒性、弱い皮膚・目への刺
激性など
Ｂ：弱い急性毒性など
Ｃ：強い急性毒性、呼吸器刺激性、皮膚感作性、
特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）カテゴ
リー２
Ｄ：生殖毒性、特定標的臓器・全身毒性（反復
ばく露）カテゴリー１、など
Ｅ：発がん性、呼吸器感作性など

全体換気（G eneral ventilation)
工学的対策(E ngineering control)
密閉(C ontainment)
特殊(S pecial)
–

E xpert advices are required to s elect
appropriate control meas ures )

スライド
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スライド

それぞれの有害性区分に対する目標とす
る職場環境濃度
有害性区分 型
Ａ
粉じん
蒸気
Ｂ
粉じん
蒸気
Ｃ
粉じん
蒸気
Ｄ
粉じん
蒸気
Ｅ
ー

濃度範囲
1～10
50～100
0.1～1
5～50
0.01～0.1
0.5～5
＜0.01
＜0.5

単位
mg／m3
ppm
mg／m3
ppm
mg／m3
ppm
mg／m3
ppm

ー

ー

スライド

1，4－ジシ
アノベンゼン
パラジブロ
モベンゼン

NO LO
AEL AE
L
1.25 5
4

20

69

前表の考え方
• 事実上、毒性の区分（4 段階）に対して、ばく
露限界値を設定したことを意味する
• 定量的な根拠が十分ではないので、安全サ
イドと考えられる範囲に設定してある
• 区分E に対しては、それを差し控えている（コ
ントロール4 区分の第4 のエックスパートによ
る判断事項としている）

70

スライド
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有害性区分D の物質に対する
コントロールの方法

試案で定めたばく露限界値との比較
物質

67

発じん性
標的臓器 有害性 ばく露
毒性（GHS 区分
限界値
分類）

小（ペレット 中（結晶状、 大（微細
状）
顆粒状）
粉体）

（試案）
0.062

1（30以
下）

D
＜0.01

1 （30以
下）

D
0.1
＜0.01

量 少（グラム） ２（局排）

12

中（キロ）

３（密閉）

多（トン）

３（密閉）

２（局排）

３（密閉）

４（専門家
判断）
４（専門家
判断）

４（専門家
判断）
４（専門家
判断）

スライド
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スライド

ばく露限界値設定に際しての
留意事項

ばく露の評価

• 生物学的半減期が長い物質には特に注意する
• 他の類似物質についての既存のばく露限界値との
整合性に配慮する
• 人のデータが存在する場合はそれを優先するが、動
物実験による良質のデータがある場合は、それも考
え合わせて判断する
• コントロールバンディングは有益だが、かなり大幅に
安全サイドになる場合が多いこと、また時には十分
の安全を保障できない場合もあることに留意する

スライド
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• 実際に測定を行う
• 測定を行わず、推定する

74

スライド
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リスクの評価

リスクの低減

• 得られたばく露に関する測定値又は推
定値と、ばく露限界値を比較して判断す
る

• リスク管理の目的を達成するためには，上述
の有害性評価，ばく露評価．リスク評価に加
え，必要に応じリスクの低減を行う．
• すなわち，リスク評価の結果リスクが許容で
きるレベルを超えていると判断された場合は，
リスクを低減するために工学的対策等の適
切な手段を採ることになる．

スライド
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スライド

労働環境における対策の
優先順位の原則

77

労働環境のばく露限界値

下記の優先順位に基づいて、対策を実施する
１．有害化学物質を排除することにより作業者のばく露をゼロに
する

• 労働環境を改善する際の、目安である
• 達成したからといって、安全が確保されたわ
けではない
• さらに低いばく露まで、低減する努力が必要
• 状況に応じて、丁寧な健康管理も必要

他の生産方法を採用するなどして、有害化学物質を完全に排除
有害性のより低い化学物質に変更

２．遠隔操作により作業者のばく露をゼロにする
３．発生源の密閉化により作業者のばく露をほとんどゼロにする
４．局所排気装置やプッシュプル装置により作業者のばく露を低
減する
５．全体換気により作業者のばく露を低減する
６．作業者のばく露時間を減らす
７．作業者の行動をばく露がより少なくなるように変更する
８．呼吸保護具等により、作業者のばく露程度を減らす
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スライド

78

スライド

79

特殊健康診断＝残存リスク管理

特殊健康診断＝残存リスク管理
（続き）

• 特殊健診の主要な目的は、労働者のリスクを
低減することである。作業環境管理、作業管
理を行うことによりリスクは低減するが、それ
らのみではリスクを十分に低くできないことが
多い。
• そこで、残存するリスクに対応するために、特
殊健診が行われる。

• 特殊健診の主な目的は健康障害の早期発見
のみではなく、労働者個人ごとのリスクの低
減、すなわちばく露の低減にある。
• 一次予防であるばく露の低減が最も重要な
目標であり、早期発見・早期対応は目標とし
て欠かすことはできないが二次予防であり、
優先度はばく露防止に比べると低い。

スライド

80

スライド

ニツケル化合物を製造し、又は
取り扱う業務 （１次健診）

ニツケル化合物を製造し、又は
取り扱う業務 （２次健診）

１. 業務の経歴の調査
２.作業条件の簡易な調査
３.ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る
他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の
検査
４. 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症
状の有無の検査
５. 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

スライド

81

１． 作業条件の調査
２． 医師が必要と認める場合は、尿中のニツ
ケルの量の測定、胸部のエツクス線直接
撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による
検査、喀痰の細胞診、皮膚貼布試験、皮
膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、
腎尿細管機能検査又は鼻腔の耳鼻科学的検査

82

スライド

83

事業者が求められる対応（まとめ）

リスクコミュニケーション

1. 法規の遵守（義務）

• 様々な機会（衛生委員会を含む）をとらえて
情報提供
• リスクの大きさを理解する上で、ばく露限界値
をよりどころとする説明が効果的
• そのためにも、ばく露限界値を用いたリスクア
セスメントを実施すると良い
• 説明の内容について、程度を落とすことは避
ける（高度な内容を丁寧に説明）

– この場合も、リスク評価に基づくリスク管理を行
うべき

2. 自主的対応（努力義務）
– リスク評価に基づくリスク管理が重要

3. 望むらくは、マネジメントシステムに組み込
んで、計画的、継続的に実施すべき

• 産業医はこれらの業務において、事業
者を指導、支援する役割
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平成 23 年 2 月 5 日（土）
第 55 回

神奈川産業保健交流会

演題：「化学物質のリスク管理の考え方と手順」
講師：財団法人産業医学振興財団

理事長

櫻井治彦先生

村上先生（司会）：
お待たせしました。それでは、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうござ
います。
それでは、本日のテーマ、「化学物質のリスク管理の考え方と手順」ということで、今
日のゲストは、御存じと思われますが、櫻井治彦先生に御講演いただきたいと思います。
恒例に従いまして簡単に御略歴を御説明しますと、昭和 30 年慶應大学を卒業なさいま
して、その後、逓信病院、慶應大学助手、それから、昭和 45 年にはハーバード大学公衆
衛生学部の方にいらっしゃいまして、その後、49 年からは慶應大学医学部助教授、57 年
に教授になられております。平成 9 年には名誉教授になられました。同年より労働省産
業医学総合研究所（現独立行政法人労働安全衛生総合研究所）所長をなさっていらっしゃ
います。平成 12 年には、中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長になられ、
平成 20 年に同中災防の分析センター技術顧問になられていらっしゃいます。その後、独
立行政法人労働者健康福祉機構、埼玉産業保健推進センター所長、昨年 4 月からは財団
法人産業医学振興財団の理事長をなさっていらっしゃいます。
それではということなんですけれども、その前に、今日のスケジュールを簡単に御説明
させていただきたいのですが、ただいまは 2 時をちょっと回ったところでございますが、
大体 3 時半ぐらいまで 1 時間半程度、先生の御講演を賜りまして、その後 20～30 分コー
ヒーブレークと致しまして、その後、4 時から、また先生を囲んでディスカッションをさ
せていただきたいと思います。そういう今日のスケジュールでございますので、よろしく
お願いいたします。
それでは、先生、よろしくお願いします。
櫻井先生：
御紹介いただきました櫻井です。どうぞよろしくお願いいたします。
ちょっと風邪ぎみでもありますので、座らせていただいて失礼させていただきますが、
どうぞよろしくお願いいたします。もう治ってきておりますので御心配なく。
「化学物質のリスクマネジメント」というタイトルで、お手元の資料に若干修正がござ
いますが、大部分はそのとおりでございます。もう重々御存じの方も多いようなところも
少しあるかと思いますが、その点は御容赦ください。
「これからの労働衛生の中心課題」（スライド 1）ということで、要するにリスクマネ
ジメントという言葉を使っている、それが、やはり今後の中心課題だということをここで
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言っているわけですが、労働者の健康を脅かす職場のリスクを、予防の立場から適切に管
理すること。これをリスクマネジメント、リスク管理などと呼んでいますが、その内容は、
従来からの 5 管理あるいは 3 管理、やっていることは同じですけれども、リスク評価、
リスクアセスメントに基づいてリスクを管理するという明確な方向性があるかないかの違
いであると思います。従来からの 5 管理あるいは 3 管理、これは主として法規に基づく
管理であり、どちらかというとリスクを表面から予防というよりは、ハザード管理という
感じが強いというのも、多くの方が御指摘のとおりだと思います。今後は、予防的な考え
方をより強めて、事業者が自主的に適切な管理を行うことが重要であると。
「何故、自主的な管理が必要か？」（スライド 2）ということ、これはもう自然発生的
にそうなってきたわけですが、要するに余りにも危険、有害性の因子が多いということで
すね。特に化学物質は無尽蔵でございますので、国による規制ですべてのリスクに対応す
ることは不可能。これは労働衛生管理のことを言っておりますけれども、安全の方は昔か
らあったのですが、リスク管理という概念は少し前からあったようにも思いますが、国に
よる規制ですべてのリスクに対応することは不可能だと。ですから、国がやるリスク管理
は、労働者へのリスクが特に大きくて、この自主的な対応に任せておくことでは不十分な
ものについてのみリスクを管理する、規制で管理をするという方向になるわけでありまし
て、それ以外は、どうしても事業者の自主的対応に依存すると。
こういった自主的対応の必要性が特に強調されるようになったのは、（スライド 3）基
本的には、この労働衛生が、国内的にも国際的にも進歩の方向にあるということ、そう言
っていいと思いますね。ハザード管理だけ言っていたのが、やはりそれでは合理性に欠け
る面がある。より合理的であるリスク管理へ進むと。自然の流れであると同時に、それを
助長するような環境も強くなってきているということだと思います。
進歩とはいいましても、社会的な現象の影響を非常に強く受けるものですから、いつも
進歩し続けるというわけではなくて、時々悪化に転じたり、また、それではならじという
ことで進歩というようなぎざぎざした過程をたどってきているなと思いますが、いずれに
いたしましても、私も半世紀を過ぎる期間、労働衛生の領域におりますが、やはり大きな
目で流れを見ますと、非常に進歩してきていることは間違いない。だけれども、それでい
いかというと、まだまだとんでもない、足らざる点ばかり多いということをいつも痛感し
ておりますが、世の中の人は、どうもそれを余り認識できない人も多いと思っております。
厳しい競争的環境でさらにさまざまな問題が起きている。世界的な競争的環境、それと
同時に事業者の責任が厳しく問われる時代になってきている。したがって、事業者は、リ
スクマネジメントによって対応せざるを得ないという状況になっている。それが、やっぱ
り後押しになってリスクマネジメントを進めるという状況になったのは、ある意味では、
我々にとっては、労働衛生を進めるチャンスであるとも言えると思います。
「化学物質によって最近起こった問題の例」
。（スライド 4）こういったものが、ほかに
もいろいろありますけれども、アスベスト、ダイオキシン、内分泌かく乱化学物質、シッ
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クハウス、インジウム、ナノマテリアル。ダイオキシンとか内分泌かく乱化学物質のよう
に、騒ぎの大きさと実質とを比べると、あるいはシックハウスも同様ですけれども、関心
が大きい割に実質を伴っていないようなもの、あるいは逆に、アスベストは非常に大きな
問題として顕在化してきた。あるいはインジウム、数年前から全く新しい、非常に強い特
殊な肺に対する毒性が現実化してきたと。特に日本でというような問題。それから、ナノ
マテリアル、これも、もしかすると実質よりも、早目に対策をとろうということで進んで
おりますが、これは今後の課題として、どこまで何をやるべきかという今後の課題という
ように、さまざまあるわけですね。
「労働災害防止計画の推移」（スライド 5）を見てみましても、興味があるなと思いま
すのは、1 次から 3 次までは労働災害の低減にいろいろ努力したけれども、職業病の多発、
それから災害の多発ということで、1972 年に労働安全衛生法を制定し、その後、4 次、5
次、6 次のこの 15 年間、職業性疾病の予防、安全もそうですが、衛生に関して言うなら
ば、こういった 3 管理を強力に進めて、表面上は非常に大きな成果を上げた。その後、
第 7 次、第 8 次、健康保持増進とか、快適職場というような、前の方向へ向くというよ
うなポジティブな方向の健康を志向するような政策に予算がつくというような時代になっ
て、リスクの問題はちょっと優先順位から外れておりましたが、やはりそれでは問題があ
るなということが改めて認識されてきて、第 9 次、潜在的危険性への対応という言葉が
使われております。第 10 次では、はっきりリスクを低減すると。第 11 次、現労働災害
防止計画では、リスク低減対策を最重点課題とするとなっているわけであります。これは、
やはり一つの進歩の流れであることは間違いないと思います。
「法規等による化学物質のリスクマネジメントの現状」
。（スライド 6）これはもう皆様
御承知のことですけれども、簡単に流してしまいますが、要するに、製造、輸入等の禁止、
これは禁止物質、それから許可の 7 物質、許可物質、これは特化則の第 1 類に相当する
ようなものですね。その他、製造・取扱上の管理が必要なものとして有機則、特化則の第
2 類、それから、鉛中毒、4 アルキル鉛、石綿、じん肺法、粉じん障害防止規則、こうい
った規則によって、物質数で言うならば約 100 の物質についてのみ規制されているとい
う状況でありますね。（スライド 7）
「管理の方法」としては、非常に細かく、微に入り細にうがってかなり細かくさまざま
なことを上げているわけですね、手とり足とり。それで、それに書いてあるとおりにやる。
やらなければ、規制に違反しているというような形になっているわけでありますね。禁止
とか、許可とか、表示とか、ここのところは、密閉、局排、プッシュプル、全体換気、除
じん、この辺は外へ出すのを制限するとか、あるいは漏えい防止、床の構造とか立入禁止
措置、容器、それから作業主任者、これは重要だと思いますけれども、あと、作業環境測
定とそれに基づく評価とか、記録の保存、休憩室、洗浄設備とか、飲食等禁止、掲示、作
業記録、健康診断、報告などなど、非常に手とり足とりですね。（スライド 8）
「その他の規制等」として、（スライド 9）労働者のダイオキシン等へのばく露防止の
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規制とか、ナノマテリアル、これについての問題も出ました。それから、がんその他の重
度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質への対応、それから、化学物質等安全データ
シートの交付（640 種類・義務化）、あるいは、一番新しいところではこの通達ですね、
昨年 12 月 22 日に、「インジウム・スズ酸化物等取扱い作業による健康障害防止対策の徹
底について」
。
その他、（スライド 10）これは法に基づくものとして新規化学物質の有害性の調査とか、
既存化学物質の有害性の調査。国による有害性の調査をやり、それから、国によるリスク
評価を実施していると、これも非常に重要ですね。それによって、5 年ぐらい前からこれ
がスタートしておりまして、毎年幾つか特化則に新しい化学物質が組み入れられています。
これは、それまで国が実際に労働者のリスクを評価したことはなかったわけですね。何か
問題が起こって、後追いで規制してきたわけですね。それが 100 物質ぐらいあったわけ
です。全く新しくリスクを評価するという、国がそれをやらなくて何ができるのかみたい
な考えで始まったわけでありまして、非常に大きな進歩だった。それで、今はそれが進行
中であります。
そのかわり、過去にもう 100 物質ぐらい決めてあるのは、改めてリスク評価をしたら、
もう規制は要らないのかもしれないというものがかなりあると思います。だから、それは
やるべきなんだろうと思いますけれども、国がやるほどのリスクはないとなったら、別に
もう規制をしておく必要はないということになる、自主的な対応に任せるという方向に移
せばいいだけなわけですが。
その他、化学物質等による危険性または有害性等の調査とその結果に基づく措置、これ
は、リスクアセスメントに基づく対策についてでありまして、これは事業者の努力義務と
されました。
平成 18 年 11 月の労働安全衛生法の改正に基づくわけでありまして、そのとき「努力
義務化の根拠条文」が、労働安全衛生法第 28 条の 2 ですね。（スライド 11）これは、化
学物質だけではなくて、安全に関するものすべて含んでおります。要するにリスクアセス
メントを努力義務化しているわけですが、その中で、事業者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、建設物、設備、このあたりは安全ですね、それから、原材料、ガス、蒸気、
粉じん、このあたりは化学物質絡み、それから、作業行動その他業務、このあたりも安全
とか衛生等全部ひっくるめて、それに起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に
基づいて、労働安全衛生法又はそれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者
の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないと努力
義務化された。
このうち、化学物質についてはすべての業種、その下ですね、化学物質についてはすべ
ての業種。それで、その他の方の安全絡みのリスクアセスメントは業種を指定しているわ
けですね。製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限ると指定され、限
っております。
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試しにそれを見てみますと、化学物質は全部なんですけれども、それ以外の安全絡みと
か、すべてのリスクアセスメントに基づくリスク管理を努力義務とされたのはこの業種で
す。かなり多くのものが既に入っていますね。かなり幅広く入っております。（スライド
12）
話を戻しまして、「自主的対応では何が重要か？」（スライド 13）と。法規は当然遵守
する。行政指導は当然尊重する。これらは、しかし、標準的対応を超えるものではなくて、
状況によっては、より積極的、予防的な対策が望まれる。基本的には、すべての事業者が、
法に基づくもの、あるいは行政指導のものも含め、すべてのリスク要因について、それぞ
れの異なる状況に対応して、自分の頭で考えて、あるいはまた、内外の人材の知恵をかり
てリスク管理をするということにならざるを得ない。
では、化学物質に限定してこれから話を進めさせていただきます。化学物質の種類は非
常に多いということで、（スライド 14）CAS レジストリー、これは極端ですが、ケミカ
ル・アブストラクト・サービスのレジストリーに登録されている化学物質の種類は、今朝
（2011 年 2 月 5 日の朝）これを調べました。10 時の段階で 1 億 1,926 万 6,646 ですね。
最終の CAS ナンバーが 1262099－55－7 で、このうち CAS ナンバーの最後の 7 は、こ
れはチェックディジットというものですね。これは、その前の 9 けた、1262099－55 が、
一応間違っていないかどうかをチェックするための数字ですね。その前の 9 けたが、そ
れぞれの化学物質 1 つ増えるごとにこれが 1 つ増えるという感じになっております。こ
れら CAS ナンバーが 1 億 2,620 万 9,955 あるということになりますね。物質数が 1 億
1,900 だから、それよりちょっと多いです。これは、物質のグループに対しても名前がつ
いているのと、それから、一たん間違えてつけて、後で取り消しているものもあるらしい
ですね。それで、少し数が多いのですけれども。
まあ、１億を超える中で、無機及び有機化合物が 5,678 万 4,614 です。これは今朝調
べています。核酸たんぱく質はシークエンスと言っておりますが 6,248 万 2,032 で、毎
日約 1 万 2,000 物質追加されております。
こういうふうに言いましても、新しい化学物質は、ちょっと 1 つ分子をつければ、原
子をつければもう新しい化学物質になるわけで、もう無限ですよね。でかい分子になって
しまうと、もう吸収もしないというようなことで、まるきり、その有害性という点では余
り問題にならないようなものも非常に多いだろうとは思います。それから、これは単に登
録したんだけれども、現実には、いつもきちんとそこに存在するというものでも、核酸た
んぱく質はどこかにあるものを見ているのだと思いますけれども、我々がそのばく露する
可能性というと 10 万ぐらいだと考えておけばいいのだろうなとは思いますが。
「有害性とリスク」の問題です（スライド 15）。すべての化学物質には何らかの有害性
がある。すべて連続で、どこかから何か有害な化学物質と無害な化学物質と分けることは
当然無理なんですけれども、しかし、世の中の人は、無害な化学物質と有害な化学物質と
何となく感覚的には分けていますね。それは理解できます。そこらにあるものをちょっと
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食べたりなんかしても問題のないようなものも沢山ありますから、そういうようなものは
無害であとは、ただ、有害なものは少ないと思っているかもしれないけれども、実際は、
そういう感覚は間違えていると思いますね。ですから、非常に多くのものは、やはり考慮
しなければならない有害性がある。
化学物質の有害性、これは「ハザード」とも言っておりますが、これは、化学物質に付
随した性質であると。化学物質に付随して厳然としてあって、我々はそれを知り尽くすこ
とはほとんど不可能だと思いますが、さまざまな有害性をそれが内包している、内在して
いるものであると。
そういった有害性のある物質が、ただそこにあるだけでは決して中毒は起こらない。ヒ
トが化学物質にばく露して初めて中毒が現実化する。したがって、ヒトがある化学物質に
よって受けるリスクは、その化学物質の有害性とばく露量との両方によって決まると。ハ
ザードだけで決まるわけではないですね。
これは、どうしても多くの方は、リスクと言うと、もう化学物質の有害性と考えて、ば
く露というのは、当たり前の話なんですけれども、ちょっと欠落するんですね。しかし、
リスクを考えるならば必ずばく露を考えなければいけない。（スライド 16）
化学物質による健康障害を予防するためには、ハザードではなくリスクを考える必要が
ある。例えば、発がん物質は有害性が大きいが、ばく露が起こらなければ問題はない。中
毒を防止しようとする際、かつてはハザードだけに着目する傾向があった。これは、やは
りよりプリミティブだったと。多くの人は、すぐそういうふうに考えるというのを、その
まま現実にそういうことでやられてきたけれども、より論理的、合理的なのはリスクを管
理するということ。その方がより難しいですよ、より面倒ですよというのは、ばく露をき
ちんと把握しなければならないから。化学物質の有害性だけは何とか調べる。だけど、そ
の現場におけるばく露はどうするのだというのは、それはより面倒ですよ。ですから、や
っぱり後回しになってくる。しかし、今はやっぱりそうせざるを得ない。
「化学物質によるリスクをどう判断するか？」。（スライド 17）結局、「リスク＝有害性
×ばく露」というこの式は、よく使います。要するに有害性とばく露と両方を考慮して初
めてリスクを判断できるということでありまして、有害性とばく露の両方を考慮するとい
うことの足し算という表現もなくはないかもしれないけれども、それだと、片方がゼロに
なっても片方が残ってしまいますよね。ですから、有害性が非常に大きくて、ばく露がゼ
ロという場合、リスクはゼロなのですけれども、足し算だったら、有害性が大きければ、
やっぱりリスクがあるじゃないかということになってしまいますから、どうしても掛け算
と。場合によっては、有害性は同じでも、ばく露が倍とか 10 倍になればリスクも倍とか
10 倍になるというような、そちらの方はそれほどきれいにいかないかもしれないけれど
も、やっぱり足し算よりは掛け算の方が、そういった定量的な関係はより近いだろうなと
思います。
ばく露を考慮せず有害性のみでリスクの大きさを判断することは、できることはできる
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と思います。推定すると。今まで、実際に昔からずっとそれをやってきているわけですね。
ばく露を考えないで、有害性だけ考えてリスクが大きいだろうと判断している。だけれど
も、非常に間違えて、より過剰に判断したり、あるいは過小に判断することが多々あった
と思います。ですから、より精度を上げるためには両方を調べる必要がある。
有害性は、先ほども申しましたけれども、個々の化学物質に固有で、世界中どこへ行っ
ても変わらない。もしそれについてある程度情報が集まったら、世界中共通の知的財産、
絶対変わらないです。もちろんわからなかったことがわかる、あるいは誤解していたけれ
ども、そうではなくてこうだったという新しい知見に変わることはあっても、本質的には
固有の性質は絶対変わらないのですけれども、ばく露は、全くの各論で、その場その場で
違います。
「化学物質によるリスクをどう制御するか？」（スライド 18）ということですが、ヒト
は、個々の化学物質の有害性は絶対変えることができないですね。有害性そのものを絶対
変えることはできない。したがって、化学物質によるリスクを制御するとき、その化学物
質は非常に有害性が強い、それで、有害性を変えることはできないから、その化学物質を
使わない、あるいはより有害性の低い物質に代替するか、あるいは、その化学物質を使う
のならばく露を下げる、それしかないということですね。
メンタルヘルス対策とか感染症対策では、ヒトの感受性を下げるということをやります
ね。耐性を上げるということ。感染症だったら予防注射、それから、メンタルヘルスだっ
たら、やっぱり同じストレスでも、それに対して耐性を高くするという手段があるわけで
すね。それは大事な手段で、メンタルヘルス対策では、セルフケアとか、あるいは、そう
でなくてもさまざまな方法でアプローチが可能です。だけれども、メンタルヘルスでも、
ヒトの感受性を下げる、耐性を上げるということはやや古い対策で、昔はそればかりやっ
ていたけれども、今は環境改善ということを、やっぱり一次的にやるのは公衆衛生だとい
うことで、そういうふうになっているのは、望ましいことです。でも、化学物質管理では、
絶対にヒトの感受性を上げようなどという手段はとりません。昔は、鉛を取り扱っている
ところでは、鉛の排せつを促進する薬を飲ませながら、ばく露はそのまま継続するなんて
いう乱暴なやり方をやっていた時代もあったんですね。とんでもないという話になるわけ
であります。ですから、もうばく露を下げるしかない。単純明解であります。
「リスク評価」（スライド 19）は、有害性とばく露の程度を考え合わせて行う。化学物
質のばく露限界値の数値は、その化学物質の有害性データの重要な総括である。そのばく
露限界値を使うリスク評価が一番合理的だという話を今日しようとしているわけでありま
して、ばく露限界値の数値は、その化学物質の有害性データの重要な総括である。現在の
ばく露程度あるいは今後予測されるばく露程度が、ばく露限界値を超えていなければ、リ
スクは許容できる範囲にあると判断する。逆に言えば、そういう判断が可能となるような
ばく露限界値を設定して使用すればいいということになります。
ところで、ちょっと話を戻しまして、化学物質の中毒とかということの内容ですけれど
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も、（スライド 20）数日未満のばく露で成立する中毒を急性中毒とか言いますし、あるい
は数カ月以上のばく露で初めて起こるような中毒を慢性中毒、中間を亜急性とか亜慢性中
毒とよく言います。この定義は、決して完全にみんなが合意する完全に明確な定義がある
わけではないですね。かなりルーズではありますが、急性中毒、アキュートイントキシケ
ーションとかアキュートポイズニングとか言いますね。亜急性はサブアキュートで、亜慢
性はサブクローニックで、慢性はクローニックというような言い方をしますね。
だけど、このごろ英語ではサブアキュートとは余り言わないようですね。考えてみると
わかりますね。サブクローニックの方を好んで使うようになっている。クローニックのサ
ブだからサブクローニックで、考えてみると、アキュートのサブというのはおかしいです
よね。アキュートよりも低い、何となくやっぱりおかしいな。だから、亜急性というのは
使わない方がいいかなと思い始めております。これはちょっと余談ですが。
いずれにしても、急性中毒は、相対的に大きなばく露を受けて起こり、亜慢性または慢
性中毒は、だんだんより低いばく露で起こるということが言えると思いますね。要するに、
どうしても一番低い濃度で何が起こるかというと、やっぱり長いばく露を受けて起こる問
題が初めて発生する。だから、どうしても我々は慢性中毒、慢性の健康障害を予防しなけ
れば安心できないということになるわけであります。
「動物実験でのばく露期間」（スライド 21）、急性ばく露というと 1 時間とか 4 時間が
スタンダードですね。数日というのもあるかもしれません。それで、典型的な亜慢性中毒
は 13 週（90 日）ですか、それで、慢性ばく露は、げっ歯類だと 2 年ですね。犬だと 1
年が多いですか。ここにはその専門家が何人もいらっしゃるので、ちょっとそちらを見て
しまいますが。それで、4 週という 28 日間のばく露が、このごろ非常に多く行われるよ
うになりました。これは、「亜急性」とここには書きましたけれども、亜慢性の一つのタ
イプと言ってもいいのかもしれません。急性ではない、4 週です。アンダーラインしてあ
る期間が標準的によく行われているものであります。動物実験にこれから依存せざるを得
ないので、特に今のスライドをお見せしたわけです。
次に、「標的臓器」（スライド 22）という考え方でありますが、人体に不要な化学物質
が体内に高濃度で存在する状態になると、いろいろな臓器や組織でいろいろな毒性が発現
いたします。ばく露量が多ければ多いほど、さまざまな臓器や組織で、さまざまな違った
健康障害が起こってくるわけでありますね。
化学物質の毒性はたった一つだなんていう誤解を多くの人は持っていますけれども、決
してそんなことはないですね。ばく露が多くなれば、どこかで何が起こり、次にこういう
ところで何が起こる、複雑ですよ。ですから、すべて知ることは絶対にできないし、すべ
て知る必要もない。鉛とか水銀というもう大昔からばく露しているものについても、我々
は知り尽くしていないので、それを知り尽くさなければならないなんていうことは決して
ないんですね。そんなものを知り尽くす必要はない。もっと非常に低いばく露で慢性中毒
になるのをどうやって予防するかと。もちろん急性も予防しなければいけないけれども、
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慢性中毒を予防できれば、急性中毒も予防できるわけです。
ばく露量が少ないと、体内に存在する量も毒性発現のぎりぎりの量となって、最も感受
性の高い臓器あるいは組織でのみ毒性があらわれると。この臓器または組織を標的臓器と
言うわけですね。ターゲットオーガンと言っております。標的臓器が重要だと。それを知
ることが重要だ。
標的臓器がわかっていることに加えて、さらにもうちょっと大きなばく露だと、どのよ
うな臓器でどういう毒性があらわれるかというようなこともわかっていれば、それに越し
たことはないだろう。そういうことによって、系統的なその物質特有の毒性の全体像とい
うのがある程度、全体はわかり切らない、絶対にすべてを知り尽くすことはできないにし
ても、やっぱりより全体像に近いような姿が浮かび上がってくる。ですから、もうずっと
いつもつき合っていかなければならないような毒性を持っている物質については、ある程
度こういった全体像についての知識も必要というかあるべきだろうと思っております。毒
性を系統的に理解すると。特に、標的臓器がもう絶対に重要だということであります。
（スライド 23）
「閾値」というのが、これが非常に重要ですね。閾値、スレシュホールドですね。（ス
ライド 24）それ以下のばく露では、最も感受性の高い個人も影響を受けないと考えられ
るばく露量を閾値という。ある化学物質には幾つかの毒性があると言いました。たくさん、
複数の毒性がある。それぞれの毒性に着目すると、その毒性があらわれるぎりぎりの数字
というのがあるわけですね。ある数字を超えて初めてその毒性が発現する。それ以下なら
ば、その毒性はあらわれない。
その毒性の種類がいろいろありますから、物質には何種類も閾値があるわけです。鉛で
言うならば、骨髄における造血が一番の標的臓器だと考えられている。それの閾値もある
し、もっと高濃度ばく露で起こるさまざまな毒性、中枢神経に対する影響とか、腎臓に対
する影響とか、あるいは関節痛が起こるとか、腹痛が起こるとかさまざまな影響、それぞ
れの閾値というものが別々にあるんですね。その中で一番低い閾値を我々は求めて、それ
以下にしてすべての中毒を予防しようとするわけです。それが一番大事だと。ですから、
ある物質の閾値といった場合、例えば鉛におけるばく露の閾値といった場合に、特段何も
言わなければ、一番低い濃度で起こる標的臓器に対する毒性の閾値のことを言います。
ここに書いてある、「多くの種類の毒性には閾値があると考えられる。すなわち、それ
以下のばく露に抑えておけば、誰にも影響が現れないと想定している」。だれにも影響が
あらわれないというのは、今度は個人差があるわけですね。同じ物質の、同じその毒性に
対する閾値であっても、全員同じであるということは決してないので、必ず少し違います。
ですから、その中ですべての人を予防しようとしたら、やっぱり一番感受性の高い人も大
丈夫なような閾値を考える。必然的に、それを言うならば慢性ばく露ということになりま
すね。慢性ばく露で、一番低い濃度で起こるのが大体慢性影響です、慢性中毒ですから。
ですから、慢性にばく露しても、何カ月もばく露し続けても、一番鋭敏な組織で何も起こ

23

らない、この標的臓器で何も起こらない閾値が重要だと。しかも、感受性の一番高い人に
おいてその毒性が発現しない、その閾値が重要であるということになります。
我々は、その閾値以下に抑えることをやるわけですね。化学物質のリスクマネジメント
は、それに尽きるわけであります。
一方、これは一応理解しておかなければ、別に考えておかなければならない「閾値のな
い毒性」もあると考えております。
（スライド 25）多くの毒性には閾値がある、だからこ
そ我々は生きていられるわけでありますが、発がん性には閾値がないと一応想定しており
ます。発がん性の中でも遺伝子障害性によるものは、たった一つの遺伝子に、たまたまた
った一つの化学物質が結合して、遺伝子のファンクションを変えることによって、発がん
のスイッチを押すという確率がゼロではない。たった一つでも、幾ばくかの確率を持って、
そういう可能性を持っていると考えて、したがって閾値はないと想定しております。
ただ、発がん性でも、刺激の反復と、それによる炎症の持続、細胞の死と再生の繰り返
しというようなメカニズムで発がんに至るような場合は、その前段階の炎症とか細胞死に
は閾値があると想定できるので、この種類の発がん性には閾値があるということにいたし
ましょうというふうに合意しておりますが、これは、よほど明確である場合にそうしまし
ょうということで、そうでない場合は、やっぱり発がん性については閾値がないと想定し
ましょうと言っております。これだけは一応気をつけるということです。
「ばく露限界値」では、（スライド 26）どうやって定めるかということを今日、お話し
するわけでありますが、閾値には個人差がある。最も感受性が高いと思われる個人におけ
る閾値、それは、たった一つのポイントのある数字だと思います。現実にある数字がある
と思いますが、それを確実には知り得ないので、それの推定値をばく露限界値にすればい
いのではないかということですね。その推定値をばく露限界値にすればいいと。
では、その閾値の推定値をどうやって定めるかということであります。閾値は、ばく露
のあり方によってちょっと異なると。これも一応御理解いただきたいのですが、一般環境
ばく露と職業ばく露では、ばく露時間が違いますよね。職業性のばく露だと 1 日 8 時間、
週 40 時間で、一生ずっとばく露したとしても、生まれてから死ぬまでではなくて、通常、
働いている期間ですよね。40 年とか。一方、一般環境は、もうずっと生まれてから死ぬ
まで連続である。そういうものを「ばく露シナリオ」とここでは言っております。ばく露
のシナリオが違う、そうすると数字が当然違ってきます。そういう意味で閾値の数値が違
ってきます。だから、労働環境におけるばく露限界値を決めようと思ったら、労働環境の
ばく露は週 40 時間で、大体多くても 40 年ぐらいだなと。それから、病人とか、それか
ら乳幼児とか小児はいないとか、それから非常に高齢な人もいないとか。昔は女性がいな
いというような前提が何となくあった、ほとんど男性ばかりというような感覚があったけ
れども、今はそれは許されない、女性も働き得る。だから、シナリオが少し変わっている
と思いますが。
そういったことのシナリオを考えて閾値を推定する。情報の精度が十分でない場合が多
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いので、推定の不確実性を考えて、安全サイドに寄った数値を採用するということであり
ます。それを、不確実性係数というものを導入するわけですが、それはすぐ後で具体的に
申します。
データについてでありますが、その閾値を推定するためには、やっぱりどういう濃度で、
どういう現象が起こったかというデータがなければ判断のしようがない。そのデータです
が、「人についてのデータか、実験動物についてのデータか？」（スライド 27）という問
題ですが、ヒトを観察して得られたデータがあれば、当然それを重要視いたします。動物
とヒトとの差を考えなくて済むわけですから、非常に大きなメリットです。従来の労働環
境におけるばく露限界値の多くは、ヒトについてのデータに依存しております。日本産業
衛生学会あるいは ACGIH で、今までに勧告している大部分は、ヒトについてのデータに
よっております。しかし、それがだんだん困難になってきております。既に労働環境に導
入されて使われて、何か問題が起こって、しかもそれについて研究されて、情報が上がっ
てきて初めて我々はそれを使えるわけでありまして、そういう状況はだんだん困難になっ
ておりまして、「ほとんどは、疫学調査・研究による」と書いてありますね。しかし、ヒ
トについてのデータがないか、あるいは極めて不十分な化学物質が圧倒的に多いと。した
がって、実験動物についてのデータが重要で、今後はますますそれに依存します。
ばく露限界値としては、（スライド 28）職業ばく露としては許容濃度とか許容基準、あ
るいは TLV、これは ACGIH によるものですね。一般ばく露について言うならば、日本
で言うならば環境基準、あるいは環境指針値、目標値、これも環境省で出しておりますね。
それから、耐容摂取量、許容摂取量、これは農薬とか食品添加物等について、やはり厚生
労働省、食品安全委員会等がそれに関与して決めております。こういったものはみんなば
く露限界値。これは閾値の推定もしているわけでありますが。
ここから具体的にばく露限界値の設定の方法についてでありますが、（スライド 29）こ
れはまず、日本産業衛生学会が、ヒトのデータでばく露限界値をどう決めたかという、た
った一つのサンプルをちょっとお見せしますと、日本産業衛生学会が 1999 年に勧告した
ときの主な根拠はこういうものです。スチレンの 50 ppm またはそれ以上のばく露で、末
梢神経伝導速度の遅れが起こり得る、こういう疫学的な情報。それから、25～50 ppm 以
上のばく露で、神経行動テストバッテリーのうち、数字符合テストや反応時間の遅れがあ
らわれる。それから、30～50 ppm 程度のばく露で、後天性の色覚異常が起こり得る。
それから、この 3 つの研究成果に基づいて、ばく露による神経機能障害、こういった
神経機能障害を起こす可能性がないであろう濃度として 20 ppm を提案すると言っており
ます。この場合は、何かが起こったという濃度の幅、25～50 ppm の間でこういうことを
超えるという表現ですね。非常にあいまいな表現ですよね。25～50 ppm 以上と。あるい
は 30～50 ppm 程度。これの方がまだいいですけれども、25～50 ppm 以上というと、で
は、75 ppm だったのかとか、全然よくわからないですけれども、少なくとも 25 ppm と
いう可能性も含めてこう書いているわけです。ですから、25 ppm で何か起こり得ると考
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えて、そのちょっと下の 20 ppm を提案している。これは、20 ppm なら大丈夫であると
いうデータはないにもかかわらず 20 ppm と言っているわけです。こういう定め方のもの
が非常に多いです。労働環境の日本産業衛生学会、ACGIH が決めているヒトのデータに
基づくばく露限界値は、大部分がこういう決め方であります。
正確にちょっと調べて申し上げるべきかもしれません。大部分というのはちょっと言い
過ぎかもしれませんが、非常に多くはこういう。ですから、そのためにまた新しい情報が
出ると、また低目に改定していくわけです。低目に改定されている歴史の連続であります。
このようにぎりぎりに決めていて、安全の不確実性の係数というもの、安全係数とか不確
実性係数は、特に導入されていないということですね。
一方、「ベンゼンの職業性ばく露におけるばく露限界値」
、（スライド 30）これは閾値の
ない物質、発がん性であるということで、日本産業衛生学会が決めたやり方でありますけ
れども、その根拠も、やはり疫学調査のデータで、第二次世界大戦中にプライオフィルム
という厚いゴムシートをベンゼンを溶剤としてつくっていた工場で、比較的ベンゼンだけ
を溶剤として使って、当時はそれほど怖い物質だと思われていなかったベンゼンを使って
いたのですが、その後、そこの従業員で白血病が多発した。
それで、たまたま第二次世界大戦中、その工場ではベンゼンの濃度が測定されていたと
いうことですね。これは非常にすばらしいことだと思いますが、数十 ppm ぐらいのデー
タがあって、そこの従業員の一人一人についてヒストリーをよく調べて、何 ppm にどれ
ぐらいの期間ばく露したかというマトリクスを組み立てて、結局、その何 ppm に、ベン
ゼンにどれぐらいばく露すると白血病がどの程度増えるかというのをまとめたデータがこ
れでありますが、1 ppm のベンゼンに 40 年間ばく露すると、白血病による過剰死亡が
0.762×10-3、つまり 1,000 人に 1 人弱増える。現実には、数十 ppm に 5 年とか 10 年と
かというようなばく露、数年から 7～8 年とか、そういうばく露で 10 何％か数十％ぐら
いに白血病が起こっているんですね。数十％までは行っていないのか。正確な記憶があい
まいになっておりまして申しわけございませんが、それを原点に直線を引いているわけで
すね。閾値がないということ。その原点をちょっと超えても、既に何らかの発がん性があ
るという確率があるという概念ですから。原点から直線というのは、だれも確かな根拠は
ないけれども、それを代表的な予測の方法としております。
これを使って、過剰死亡、1×10-3 に対応する濃度は 1.31 ppm、これは単純な計算です
ね。1 ppm なら 0.762 だから、1.31 ppm なら 1 になるわけですね、1×10-3 で。それは
1,000 人に 1 人。それから、1 万人に 1 人というのだと、その 10 分の 1 の 0.13 ppm。も
う原点に直線ですから。
それで、勧告値としては、一つの数字を示さないで、1,000 人に 1 人に対応する勧告値
は 1 ppm、1 万人に 1 人に対応する勧告値が 0.1 ppm であるいう数値を示しているわけ
であります。あとは、事業場で独自に判断してくださいと。
管理濃度は、この 1×10-3 に対応する濃度になっていたと思います。たしかそうなって
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いたと思います。それは、この丸々10-3 を数値としてその論理を採用したわけではないで
すが、アメリカの ACGIH もたしか 1 ppm をちょっと別の論理で一つの数字に絞って出
しております。日本産業衛生学会は絞らなかった、こういう定義がありますが。
発がん物質はこれでやめておきまして、あと今日は、残りの時間は、発がん物質ではな
い、発がんを考えない、閾値のある「化学物質のばく露限界値の一般的な設定方法」を申
し上げますが、ここではまず一般論として、（スライド 31）一般環境であろうと職業環境
であろうと共通のことですけれども、まず第 1 に、個別の化学物質について、既存の文
献から得られるばく露レベルと健康影響に関するすべての情報を収集するように努めると
いうことです。その際、二次情報のみでなく、最近までの一次情報すべてを集めるように
努める。それで、発がん性、変異原性の有無を判断する。
遺伝子障害性に基づく発がん性があると判断された場合は、（スライド 32）閾値がない
と考えてばく露限界値を設定する。今のベンゼンのような例です。そうでない場合は、閾
値があると考えてばく露限界値を設定する。得られた情報の中から、限界値設定に役立つ
文献を特定する。当然、だんだん調べていくと、慢性ばく露で何が起こっているか、ある
いは、それでも何も起こらないものもあるのかということですね。
それで、NOAEL を特定する。（スライド 33）無毒性量ですね。毒性影響が認められな
い範囲で最も高いばく露濃度またはばく露量を特定する。これは、閾値に近い数字ですね。
閾値を知りたいわけですから。NOAEL が不明の場合は LOAEL を特定する。NOAEL と
いうのは、このすぐ下に書いてあるように、ノー・オブザーブド・アドバース・エフェク
ト・レベルの NOAEL をとっておりますし、LOAEL は、ローエスト・オブザーブド・
アドバース・エフェクト・レベルをとっております。アドバースというのは、ヒトの健康
にとって都合の悪い影響、予防すべき影響ということですね。だから、毒性影響、それを
アドバースエフェクトと言っております。予防しなくてもいいよとみんなが判断できるよ
うなものは、アドバースとは考えないです。
ここでは、アドバースエフェクトが認められないばく露の中で一番高いばく露、閾値が
ここにあって、閾値以下ならばアドバースエフェクトは認められない。その中で一番高い
数字を知りたいということですね。それを特定して、あと、不確実性係数を考慮してばく
露限界値を決定する。
これから具体的な数字をお見せいたします。特に一番重要なのは、「農薬のばく露限界
値である ADI」の決定方法です。（スライド 34）「何で農薬？」と思われるかもしれませ
んが、これが一番重要だと思いますね。要するに、農薬は、ここに書いてありますように、
多くの農薬や食品添加物のばく露限界値（ADI）は既に決定されておりますが、アクセプ
タブル・デイリー・インテークの ADI をとっておりますが、許容 1 日摂取量と言ってお
りますね。これは、1 日摂取許容量というような習わしがありますけれども、ADI という
のを素直に訳すと「許容 1 日摂取量」という順番になりますのでその方がいいと思いま
すが、もうそれは既に決定されている。すべて実験動物のデータに基づいているという、
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これが重要ですね。農薬とか食品添加物は、もう適当に決めて、ヒトに使わせておいて、
それで何が起こったか調べてというようなことは絶対許されないですから、当然、動物実
験のデータでばく露限界値を決定して、それから初めてスタートするわけでありますから、
延々として実験動物のデータに基づくばく露限界値の設定を繰り返してきているわけです。
それで、それを何十年ともうやってきているわけでありまして、特段それによって問題が
発生しなかったという事実の積み重ねがそういう支持を与えているわけでありまして、そ
れを我々はやっぱり学ぶわけであります。それを使うというか、それに依存するわけであ
りますね。
このように決定されてきた ADI について、明確な根拠に基づいて問題点が指摘されて、
改定された例はほとんどないと思いますね。さまざまなところで、それを攻撃する人はあ
ったり、いろいろな議論があっても、基本的に、やっぱりこれは間違っていたから、動物
実験によって決めた ADI を、さらにその他、ヒトで調べ直したらこうだったからそれを
改定しますというような例を私はまだ知らないですが、1 つ、2 つあったかもしれません
が、多分ないと思います。
それで、これは一例をお示し、どうやって決めているかということですね。単純明解で
すよ。これは、食品安全委員会が平成 22 年 10 月までに審議した農薬 440 物質の中の一
番最近のものをぽんと例を引いてきました。何を引いたっていいんですけれども、特段の
恣意を入れずに何か例を示そうと思って、これを決めたのは、私はこれ 11 月ごろにつく
ったスライドなんですけれども、ささっと調べたら 10 月 19 日の決定例でこういうもの
がありましたので、それを持ってきました。
これは、（スライド 35）「ベンスルフロンメチル」というスルホニルウレア系除草剤で
す。デュポンが 1980 年から 81 年に開発して、既に 1987 年に登録して、ずっとそのま
ま登録されております。食品安全委員会は、要請に応じてずっと再検討をしてきているわ
けですね。それで 440 物質までやってきた。これも再検討です。だから、データは前の
データです。これは大分前にやられたデータです。
（スライド 36）ラットを用いた 2 年間慢性毒性試験で、SD ラット（一群雌雄各 80
匹）に混餌、えさをまぜて、えさの中の濃度が 0、50、750、7,500 ppm の 4 群です。投
与しているのは 50 と 750 と 7,500 ppm ですね。それで 2 年の試験終了後、屠殺して、
病理組織学的な検査、その他末梢血等を調べる。7,500 ppm で肝臓の病理学的変化があ
り、貧血とか体重増加抑制が認められた。しかし、750 ppm ではこれらの所見がなかっ
た。それから、発がんの所見もない。したがって、この閾値は 750 と 7,500 ppm の間に
あるんだなということが推定されるわけですね。それで、NOAEL、いわゆる無毒性量は
750 ppm ということになるわけです。これは雄ですね。これは動物で食べさせています
から、物質のキログラム当たりの投与量に換算すると 1 日当たり体重 1 kg 当たり 30 mg
というデータになります。これはラットの場合の無毒性量が 750 ppm。
それから、
（スライド 37）犬では、1 年の慢性毒性試験。ビーグル犬（一群各 5 匹）で、
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やはり 4 群ですね、50、750、7,500 ppm。やっぱり同様に 7,500 ppm で肝臓の病理学的
な変化が認められ、750 ppm ではなかった。したがって、やっぱり同じく無毒性量は
750 ppm。ただし、食べた量とか体重が違うので、計算すると、犬については、たまたま
雌で 19.9 mg/kg 体重/day で、このデータを使うんですね。
各種の試験の結果、（スライド 38）最小の無毒性量である今の 19.9 mg/kg 体重/day を
ADI 算出の根拠として採用して、安全係数（不確実性係数）を 100 とすると。これは標
準的な、もう昔から使われている安全係数です。種差に対して 10、個体差に対して 10 を
採用し、100 をとる。19.9 を 100 で割って、0.19 mg/kg 体重/day を ADI と決定したと、
これであります。このようにして決めているというのが圧倒的に多いです。不確実性係数
を 300 とか 500 ppm とかにしているものもあります。若干情報に不確実性が大きいとい
うことです。標準的な 100 ではちょっと具合が悪いかなというのが、そのようにしてい
るものもあります。
標準的という、種差、10、個体差、10 というのは、一番最初、本当に専門家のえいっ
という判断だったと思います。全く完全な根拠はあり得ない。ただし、100 というのは相
当、ある意味で動物実験で、このような慢性の動物実験における NOAEL をさらに 100
分の１にするということが、多くの場合、妥当性があったからこそ、今まではっきりとそ
れを改定するようなことがなかったということでありまして、それをその他のさまざまな
ばく露限界値の設定において、動物実験のデータを使う以上、その同じ考え方を使わざる
を得ないということでありまして、これからは、3 種類の物質について私の試案をお示し
いたします。こういうふうにやってはどうかということです。
「ばく露限界値の設定例 1，4－ジシアノベンゼン」。（スライド 39）これは、CAS ナ
ンバーの 623－26－7 というものですけれども、既存化学物質です。化審法によって国が
試験を実施しているので、その試験を使うわけでありますが、燻蒸剤として使われる殺菌
殺虫剤、分子量 128、常温では白色結晶です。この物質は、特段まだばく露限界値がどこ
でも決まっていませんので、これについて、では、決めてみましょうかということです。
（スライド 40）28 日間反復投与毒性試験のデータがあるわけです。これ以外に余りな
いんですよ。この 28 日間反復投与毒性試験のデータは、この化審法によって国が実施し
ているんです。これはホームページに公表されておりますので、その中から引っ張り出し
てきたんです。これもアトランダムに引っ張り出してきました。それ以外にないから非常
に単純なんですね。もう文献をいろいろ調べても、特段ヒトのデータもない、動物実験の
データとして、これよりもさらに慢性のデータもないと。
用量は、1.25、5、20、80 という 4 段階です。0 を入れて 5 段階、kg/day。1 群、ラッ
ト、雌、雄、各 7 匹で、投与量はこの 4 段階であります。それで、28 日間投与して、そ
の後、屠殺して、全身の諸臓器の病理組織学的な検索及び血液生化学的な検査、血液学的
な検査を行ったわけですね。それで結果は、5 mg/kg/day 以上の雄で腎臓の褪色と尿細管
上皮の硝子滴沈着が認められた。20 mg/kg/day 以上の雌では、血中トリグリセリドの増
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加が認められたというデータでありまして、無毒性量 NOAEL は、そうすると 5 以上と
いうことですから、その下の 1.25 ということになりますね。ですから、この動物実験で
わかることは、閾値が 1.25 と 5 の間にあったんだなということでありますね。
それで、その 1.25 と 5 の間のどの数字かはわからないから、その閾値に一番近いであ
ろう数値である 1.25 を無毒性量として、その閾値の推定値のもとになる無毒性量として
採用する。これは、1.25 から 5、20、50 と公比 4 倍になっておりますね。4 倍、4 倍。
これを割合細かくきれいに設定して、その中にちょうど無毒性量がわかるようにうまく設
定してあると思いますね。これが外れてしまうとだめですね。全部、1.25 でも毒性が出
るというと NOAEL がわからない。1.25 が LOAEL ということになるわけですね。
NOAEL でなくて、1.25 が LOAEL になってしまって、それより低いところで非常に困
ってくるわけでありますが、それでもやむを得ないという場合もあるわけですけれども、
この場合、うまく 1.25 が NOAEL であると。
（スライド 41）それで、発がんに関連するデータとして Ames 試験、陰性、染色体異
常試験、陰性、発がん性に関する動物実験データは何もない。したがって、発がん性以外
の毒性を指標として、閾値があると想定してばく露限界値を設定する。
（スライド 42）NOAEL が 1.25 だと。それで、不確実性係数として、種差、10、個体
差、10 をまず採用し、あと、これは慢性のデータではなくて、4 週ばく露ですね、2 年よ
りも相当短い。したがって、何らかのそれに対する不確実性係数をやっぱり導入する必要
があるだろう。これは、やっぱり世界的に一致した意見というのはないです。ただ、EU
で REACH 絡みでこういった考え方のガイドラインみたいなものを示している中では、4
週から 90 日、あるいは 90 日から 2 年、それから 4 週から 2 年への外挿の場合の不確実
性係数を幾つにするというような提案はしておりますね。4 週から 2 年ではたしか 6 を使
うというようなことを提案していたと思います。これは、まだ世界的、国際的な共通の合
意というわけではないですけれども、やっぱり、10 以下の何らかの数字を使っているわ
けですね。この場合、私は、短期反復毒性試験であること、それから、経口から吸入への
外挿、外挿という言葉は、要するに推定というようなことなのですけれども、外挿という
言葉を時々使いますが、それを考慮して不確実性係数を両方合わせわざで 10 としてはど
うかということを提案しております。両方全部合わせて 1,000 の不確実性係数とする。そ
れで、ヒトの耐容 1 日摂取量は、そうすると、1.25 を 1,000 で割って、1.25μg/kg/day
にするという提案であります。
そうだとすると、「一般人に対する大気中のばく露限界値」（スライド 43）はどういう
ことになるかというと、この数字を使いまして、ヒトの耐容 1 日摂取量、耐容というの
は、トレラブル・デイリー・インテークですね、TDI。ADI というのは、農薬とか食品
添加物のアクセプタブルというのは、何かしら有利な点があるから、単に頼るだけではな
くて、一応アクセプトできるというので「許容」という言葉を使っておりますが、こうい
う何も本人にとって利益がないだろうという場合はトレラブル「耐容」という言葉を使い

30

分けております。汚染物質絡みはみんな「耐容」という言葉を使いますが、この場合、耐
容 1 日摂取量、1.25、これを使いまして、一般人で、一応標準体重 50 kg といたしまし
て、1 日の標準吸入空気量を 15 m3 と想定いたしますと、1 kg 当たり 1.25 ですから 50 kg
だとその 50 倍、それを、15 m3 を吸うわけですから 15 m3 で割ると 4.2μg/m3 という濃
度になります。ですから、4.2μg/m3 ならば、それを 1 日 15 m3 吸う、それで全部吸収し
たとする。それで、その人の体重は 50 kg だと、ちょうどヒトの耐容 1 日摂取量 1.25 に
なるわけですね。ですから、この計算で 4.2μg/m3 ならば、それ未満ならば耐容できると
いう判断になります。これをばく露限界値として提案するというのが試案です。これは、
1 日の一般人に対する場合です。
労働者はどうかといいますと、（スライド 44）シナリオが違うということですね。先ほ
ど言いましたように、ばく露シナリオが違いますから、労働者のシナリオではどうなるか
といいますと、データは同じデータを使わざるを得ないわけですね。共通です。とにかく
一番低い濃度で得られた最善の情報から来た NOAEL を使うしかないですね。それで、
1.25 mg/kg/day を使います。不確実性係数は、種差は 10 で、個人差の 10 は、実は、こ
の労働環境の場合は導入しないと。ややぎりぎりの数字を使うために、労働環境では一般
環境ほど老若男女を多く含んでいるわけではないし、非常に病気の人もいるわけではない
と。ですから、一般環境におけるほど、それに対して感受性の高い人を含んでいる確率が
低いであろうということで、労働環境絡みでは、個人差の要因をやめてしまいましょう、
省略しましょうという方向に一応しております。その他は同じ。短期試験であることと、
経口から吸入、両方合わせわざで 10 で、合計 100 の不確実性係数。
そうすると、労働者の耐容１日摂取量は 100 分の 1.25 ですから 12.5μg になると。労
働者の標準体重を 50 kg とする。労働時間中の標準吸入空気量は 8 時間で 10 m3 とする。
これは、先ほど一般人の場合は 24 時間で 15 m3 といたしました。やや多目にとっており
ます。50 kg の人が 24 時間、平均的に 15 m3 も吸わないと思います。ちょっと多目にと
っておりますが。そうだとすると、それの 8 時間だと 5 m3 ということになりますね。そ
れよりは倍にしております。やや多目にしている。それは、やっぱり労働環境で体を動か
す部分がありますので、一般の生活よりは、労働環境の場合、吸入空気量が増える傾向に
ありますので、やや安全サイドで 8 時間で 10 m3 というのを採用しております。そうし
ますと、12.5×50 を 10 で割ると 1 m3 当たり 62.5μg になります。これを労働環境のば
く露限界値として提案するというのが、この案です。
これをまとめますとこうなります。（スライド 45）無毒性量ですね。左上の 2 行目に
「無影響量」と書いてあるのは「無毒性量」がこの場合正しいです。無毒性量と無影響量
がこの場合一致しているのですけれども、どっちでもいいんですが、とにかく NOAEL
ですね、1.25、この共通の数字を使います。不確実性係数が、労働環境では 100、一般環
境では 1,000 にしている。その差は個体差の不確実性係数を 10 ではなくて 1 にしたとい
う点だけです。そうしますと、耐容 1 日摂取量は 1.25 に対して 12.5 である、体重は 50
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kg、吸入空気量は 15 m3 に対して 10 m3、ばく露限界値は 4.2 に対して 62、15 倍ぐらい
になりますね。これは、同じ根拠から導入してくるとこのようになります。
もう一つの例です、（スライド 46）「N－エチルアニリン」
。これは中間体ですね。ゴム
とか医薬品を製造する中間体で、常温では液体です。これも化審法によるデータがありま
して、（スライド 47）28 日間反復投与毒性試験の概要。そのデータは、0、1、5、25、
125 mg。1 群、ラット、雄、雌、各 6 匹。結果は、5 mg 以上の雌雄でメトヘモグロビン
血症及びそれに伴う溶血性貧血が認められた。アニリンは、もともといわゆる溶血性貧血
が昔から有名ですけれども、やっぱりエチル基がくっついたエチルアニリンもそうなんで
すね。その構造から推定できるような毒性なんだなと思いますけれども、動物実験でも、
それはやっぱり一番低い濃度でこれが起こっているんですね。これは血液で、メトヘモグ
ロビン血症と溶血性貧血が一番低い濃度で起こっている。これが 5 で、1 mg/kg/day では
それは起こっていない。したがって、NOAEL は 1 であると。
（スライド 48）Ames 試験、陰性、染色体異常試験、弱陽性、発がん性に関する動物
実験はないと。染色体異常試験が弱陽性なので、ないとは判断できないけれども、弱い変
異原性しか認められないので、発がん性以外の毒性を指標として、閾値があると想定して、
ばく露限界値を設定いたします。
（スライド 49）NOAEL が 1、一般人ですから、種差、10、個体差、10、それから、
短期であることと、それから、染色体異常試験が弱いながらも陽性であることを考慮して、
その両方で 10。経口から吸入への外挿を 2 というのを導入して 2,000 という不確実性係
数を使うことを提案しております。
2,000 分の 1 で 0.5μg/kg/day で、あとはもう先ほどと同じです。標準体重、50 kg、1
日の標準吸入空気量、15 m3 で、1.67μg/m3、これが「大気中のばく露限界値」です（ス
ライド 50）。
労働環境はどうかといいますと、
（スライド 51）これも個体差の 10 だけ除いて、ほか
は全部同じです。したがって、一般環境が 2,000 であったのが、これは 200 で割ります。
200 分の 1 mg ですから、労働者の耐容 1 日摂取量は 5μg になって、標準体重が 50 kg
で、吸入空気量が 10 ですから、計算すると 25μg/m3 になります。
（スライド 52）これは表ですね。先ほどと全く同じように、ここの 1 というこれが違
うだけですね。あと、ここが違うだけです。1.6 に対して 25、15 倍ぐらいだと。
もう一つの例、（スライド 53）これは「パラジブロモベンゼン」という白色結晶です。
これも化審法のデータ（スライド 54）を使っております。弱いながら染色体異常試験が
陽性なんですけれども、28 日間反復投与毒性試験で NOAEL が 4 mg/kg/day。
そのデータがこれですけれども、
（スライド 55）やっぱり 4、20、100、500 の中で、
20 を超えたところでいろいろな影響が出ているので、4 を NOAEL としているわけです
ね。
この辺も前と同じようなことで、4 mg/kg/day で、不確実性係数は、先ほどと全く同じ
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ように、弱い発がん性があったものですから、経口から吸入へのあれも交えて不確実性係
数を 2,000 にしているわけです。こちらは 200。そうすると、耐容 1 日摂取量が 2、20、
体重は 50、50、吸入空気量が 15 と 10 で、ばく露限界値が 6.7 に対して 100 で、15 倍
ぐらい違います。（スライド 56、57、58、59、60）
こういう同じような考え方を、例えば 2002 年にアセトアルデヒドの室内濃度指針値を
厚生労働省が決めたときに用いております。このときも私はそれにかかわっておりました
ので、その例をちょっと１つだけお示しいたします。
ヒトに対する発がん性に関する十分な証拠はないと。かなり強いのですけれどもね。ア
セトアルデヒドはアルコールですよね。たくさん飲んだ人、今のところかなり確かな証拠
に近いのですけれども、一応、発がん性以外の毒性を指標として、閾値があると想定して
ばく露限界値を設定しております。ラットに 4 週間、28 日間ばく露で、この場合は経気
道ばく露を行った実験で、0、270、900 mg/m3 で鼻腔の嗅覚上皮に変化が認められた。
これは、病理組織学的な変化が認められなかった濃度が 270 mg だった。要するに 900
では認められた、270 では認められなかったと。たったこれだけのデータだったんですけ
れどもね。ですから、閾値がこの中間にあるだろうと。それて、270 mg を無毒性量とし
て採用した。270 mg/kg/m3 というのは 150 ppm という数値です。それを耐容濃度として、
NOAEL として、不確実性係数は、種差、10、個体差、10。これは一般人を考えている
わけですから、個体差、10。それから、遺伝子障害性の懸念がある、それと 4 週間とい
う比較的短い実験によっていることを考えて、両方合わせて 1,000 という不確実性係数を
使っています。私がさっき言っているのと全く同じような論理を使っているのがおわかり
だと思いますが、これは 2002 年に厚生労働省がそれを採用している。
あとはちょっと話が変わってきますけれども、試験が 1 日 6 時間、週 5 日のばく露な
ので、1 日 24 時間、週 7 日に換算すると 48 mg になると。これは、それを 1,000 で割る
と 48μg/m3、0.03 ppm、これを室内基準で勧告しております。もうきちんと出ている数
値です。アセトアルデヒドの室内濃度の指針値です。
この辺はちょっと省略いたしますが、このように決めるということを提案しているわけ
ですが、ここでちょっと試みに「大気環境基準値と管理濃度」を比べてみます。（スライ
ド 61）環境基準は環境省が出しているものですね。現に、ベンゼンだと 3μg、トリクロ
ロエチレンは 200、テトラクロロエチレンは 200、ジクロロメタン 150μg/m3。一方、厚
生労働省が示している労働環境の管理の良否を判断するための基準である管理濃度は
3,200、5 万 4,000、34 万、17 万というような数字で、その比は 1,000 倍ぐらい違います
ね。
これは、（スライド 62）基準値ではなくて大気指針値の方も同じように見ておりますけ
れども、ばらつきがそれぞれありますが、1,000 倍ぐらい違います。これはなぜこれだけ
違ってくるかといいますと、まず、10 倍ぐらい違うのは、まずこのばく露の期間が違う
ということですね。これは一般環境と労働環境、それとばく露期間が 50 年、一方は一生
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であり、それからばく露時間が違う、8 時間と 24 時間、しかも断続と継続である。です
から、大ざっぱにいって 10 倍ぐらい違って当然だということですね。
あと 100 なぜ違うかと。100 のうち 10 は個体差の問題ですね。労働環境と一般環境で
は個体差で違うだろうと。では、あとの 10 は何なんだと。これは、労働環境のこういっ
た指針値を出したとき、これは大体ヒトのデータを使って決めたんです、動物実験のデー
タではなくて。ヒトのデータは、ほとんどすべて労働環境の疫学情報に基づくもので、そ
れの最低の数値を使っているわけですね。ほとんど LOAEL のような数字なんですよ、
NOAEL ではなくて。
スチレンのとき、一番最初にお示ししたのはおわかりだと思いますけれども、25 から
500 以上で有意な健康障害が認められた。したがって、20 をばく露限界値に決めたと言
っておりますね。その 20 というのは NOAEL というよりは LOAEL に近い数字ですよね。
そうなものだから、ばく露限界値は年々下がってきている。それを我々が、大気の場合に
はそれは許容できないから、最初からもう 10、低い数字にしてしまっているわけですね。
LOAEL から NOAEL を外挿するのに 10 という不確実性係数を使うという考え方が入っ
ております。それぞれを決めるときに、さまざま議論していますけれども、大ざっぱに言
って 1,000 倍ぐらい違うということの一番根本的な考え方の違いは、今申し上げた内容で
ほぼ間違いありません。ということは、逆に言うならば、いかに我々が使っている労働環
境のばく露限界値というのが、安全性という意味で、一般環境よりは安全の幅が狭いとこ
ろでものを判断しているということを理解する必要があるということです。
こういった違いが許容されるのは、（スライド 63）それを許容して現にずっと使ってい
るわけですが、なぜそれが許せるかと。このばく露時間が違うこととか、この 2 つは、
まあ当然と言えば当然ですね。あるいは一生なのか、40 時間なのか、全部合わせて 10 ぐ
らい違うのはいいだろうと。しかし、それがあと 100 も違うのを許せるかと。これです
ね、これで 10 違うと、これで本当にいいのかなと。働いている人で化学物質にばく露し
た人で、やっぱり相当感受性の高い人が、一般環境に比べてかなり含まれている可能性が
あるのではないかという懸念はありますよね。これはちょっと問題だと。
あと、このリスクについて情報を提供されているかいないか。個人の健康をモニタリン
グしているかいないか。それから、個人の利益に関連しているかいないか。そこに働くこ
とによって収入を得ていますから、一般環境の場合は、もう全く利益がないと。一般環境
の場合は、もうばく露は何ら絶対に利益はありませんよね、損だけです。労働の場合には
若干これがあるかもしれない。
ですから、こういったすべての問題をもし安全衛生委員会の場や何かで、ばく露限界値
というのは実はこのようにかなりぎりぎりの数値なんですが、それを使ってそれ以下に抑
えるようにしますよということを説明して、納得してもらうというのが一番正攻法だと思
いますけれども、その場合、そのために状況によっては健康診断をいたしますとか、それ
から、情報は今もう正直にこのように全部提供いたしました、それでどうでしょうかと。
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それから、このようなところですね。特に健康上の問題がある方はどうでしょうかという
ようなことによって初めて成り立つものであって、何か外からぽんと示すことができるか
どうかは疑問だなと思います。ですから、こういったことを考慮した上で自主的に管理す
るものだろうなと思います。そうかといって、だけど、余りにゼロリスクを求めて安全、
安全ということを言っていると、企業は本当に成り立たなくなりますね。それに生活でき
なくなってしまいますね。ですから、そこは本当に健全な判断が必要な領域だと思います
よ。
もう時間が大体 1 時間半たってしまいましたが、もう 10 分ぐらい。後の方はちょっと
省略させていただく部分もあるかもしれませんが、もうちょっとだけ話させていただきま
すと、想定されるばく露がどの程度の不確実性係数を採用する余地を持っているかという
判断が一つありまして、これは、マージン・オブ・エクスポージャーという概念ですね。
ばく露のマージン・オブ・エクスポージャー、MOE とかと言っております。こういう考
え方を使うこともしばしばあります。今のようにばく露限界値を設定して、それと現実の
ばく露とか想定されるばく露を想定する、どっちが大きいかを比較するというのが一番ス
タンダードだと思いますけれども、あえて最初にばく露限界値を決定しないで、ばく露レ
ベルがこれぐらいだと、一方、NOAEL、無毒性量ですね、無毒性量はこういう数字であ
ると。無毒性量に対して現実のばく露のレベルがその何分の 1 ぐらいに相当する、それ
をマージン・オブ・エクスポージャーと言っておりますが、10 分の 1 未満だとか、100
分の 1 未満だとか、1,000 分の 1 未満だとか。それで、10 分の 1 未満だとかなり怪しい、
危ないよと。10 分の 1 よりはマージンが十分とれているけれども、100 はとれないとか、
あるいは 100 分の 1 以下だというような、それならまあいいのではないかとか、そうい
う考え方です。
つまり、不確実性係数のかわりにマージン・オブ・エクスポージャーということを言っ
ているわけですね。不確実性係数を最初からぼんと 1,000 をとると言うと厳しくなってし
まうので、それをあえて言わないで、NOAEL と現実のばく露との間にどれぐらいの比率
で差があるかというのを見て、それで何となく弾力的な判断をしようという行き方ですね。
こういう考え方を使うこともあります。
それで、（スライド 65）最後に「コントロールバンディング」の話なんですけれども、
今申し上げましたように、ばく露限界値を設定して、それとばく露とを比較するのが一番
望ましい定量的な方法です。それをやらないで、半定量的にバンドに分けてコントロール
する、コントロールバンディングですね。これはイギリスの HSE が開発いたしました。
コッシュエッセンシャルズと言っておりますけれども、大変便利だということで、ILO
等がその使用を推奨しております。中小企業などで、ばく露限界値を決めて、それで、そ
の濃度を測定して、それを比較して判断するなんていうことはできっこないから、もうち
ょっと簡易な方法でリスク評価ができないかということであります。ばく露限界値そのも
のは使用しない、コントロールバンディングですね。
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ただ、コントロールバンディングって何だか意味がわかりにくいので、英語国でもこれ
を余り使わないようにする方向で、リスク・マネジメント・ツール・キットとか、リス
ク・マネジメント・ツール・ボックスの中にリスク・マネジメント・ツール・キットがあ
りますよと。それで、労働環境のばく露を判断するためのリスク・マネジメント・ツー
ル・キットとしてこれを勧告すると。
「コントロールする方法」としては 4 段階あって、（スライド 66）全体換気か工学的対
策、これは局排かプッシュプルみたいなものですね。3 番目が密閉、4 番目が特殊。密閉
か工学的対策か全体換気か、えらい単純に 3 つに分けて、4 は特殊。特殊というのは、エ
キスパートによるアドバイスが必要な部分と。
この 4 つに分けておりまして、「有害性」を 5 区分しておりまして、
（スライド 67）A、
B、C、D、E と 5 つに、要するにバンドに分けているわけですね。有害性を 5 つの区分
に分ける。E という一番有害な部分を発がん性とか呼吸器感作性、D は生殖毒性とか特定
標的臓器・全身毒性（反復ばく露）カテゴリー1 など。これは単純化しておりまして、も
うちょっとリストがあるのですけれども、今は一番単純な部分を、エッセンスだけお示し
しております。それでＣは強い急性毒性、呼吸器刺激性、皮膚感作性、特定標的臓器・全
身毒性（反復ばく露）カテゴリー2。B が弱い急性毒性。A が非常に弱い急性毒性とか、
弱い皮膚・目への刺激性など。こういった有害性の区分、これらは MSDS などに出てい
る、その有害性の区分を利用しようというわけでありますが、その区分で、もしその物質
が非常に弱い急性毒性というものに該当する区分 2 があって、それ以外は無視できると
したら、その物質は A に分類するわけですね。それから、発がん性のあるものは E に分
類する。それで C というところへ来るものもある。
それで、分類したらば、それぞれの目標とする職場環境濃度を設定してしまっているん
です。（スライド 68）A だったら一番弱いものですね。粉じんだったら 1～10 mg、蒸気
だったら 50～100 ppm を目標とするということを設定してしまっているんです。それで、
E は、エキスパートな判断で数値は示していない。D というのは、蒸気だったら 0.5 ppm
未満、粉じんだったら 0.01 mg/m3 未満ということをもう決めているんです。これは何を
意味しているかというと、有害性区分に応じて、ばく露限界値を決めているということと
同じなんですよね。だから、これは相当荒っぽいですよね、思い切っていますよ。あえて
これをやっているわけです。だから、相当安全サイドに振っております。
私がいつもやっているように、こういう区分からこのように数値が決定できるものでは
ないけれども、ある程度の相関性がありますから妥当性があると言えます。妥当性がない
わけではない、妥当性がある。だけれども、相当安全サイドに振らないと危ないから、安
全サイドに振っております。そこに一つ大きな仮定というかプラクティカルな簡略化があ
りますね。
この考え方、事実上、毒性の区分に対して、ばく露限界値を設定したことを意味すると。
定量的な根拠が十分ではないので、安全サイドと考えられる範囲に設定してある。区分Ｅ
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に対しては、それを差し控えていると。エキスパート判断事項として。（スライド 69）
仮に、さっき試案で定めたばく露限界値と比べてみます。（スライド 70）さっき 3 つ私
は試案を示しましたけれども、3 つのうち 1 つは液体なのでちょっとやめておいて、ここ
で粉じんの 2 つはどうなのかといいますと、1，4－ジシアノベンゼンは、NOAEL が
1.25 で LOAEL が 5 でした。パラジブロモベンゼンは、NOAEL が 4 で LOAEL が 20 で
した。この物質を GHS 分類を使って分類すると、この GHS 分類は、LOAEL を使って、
LOAEL が 30 以下だったら標的臓器毒性の 1 になってしまいますので、ちょっともとへ
戻らせていただきますと、これですね。この特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）カテ
ゴリー1 に入ってしまうんです。それより弱いところはこの 2 になって、この C になる
のですけれども、今の 2 つの物質はこれに入ってしまいます、この D。
GHS 分類を使うというところはもうちょっと細かく説明しないと御理解いただきにく
いかもしれませんけれども、有害性区分が D になる。D ということは、このすぐ前で示
しているように、D というのは、粉じんですと 0.01 から 0.1 以下にすればいいと。0.01
から 0.1 以下にすることを求めているということですね。そうすると、この場合どうかと
いうと、ばく露限界値として示したのは 0.062 である。有害性区分からいくと 0.01 以下
にするということで、コントロールバンディングでいくと非常に厳しい方向へ行っている
のがわかると思います。私が決めたばく露限界値は、これだと 0.1 なのに対して、こっち
は 0.01 以下にすることを求めるというようなことになるわけですね。
ですから、この場合、一つの例としてお示しいたしましたが、「有害性区分 D の物質に
対するコントロールの方法」（スライド 71）はどうなるかというと、これもまたコントロ
ールの方法として具体的に示しているのですけれども、量が、グラム単位だったらば、微
細粉体だったらば、グラム単位でも密閉しなければいけない。微細粉じんでキロ単位だっ
たらもう専門家判断だと、こうなっております。ですから、D になってしまうと、こう
なって、ほとんどはもう微細粉体が問題でしょうから、もう密閉にするしかないという、
たったグラム単位を使う場合でも密閉しなければだめ。キロとかトン単位だったら、もう
とてもじゃないけれども、コントロールバンディングというように、専門家の判断が必要
ない、単純に決められるかというと、そうならないということになります。これは、コン
トロールバンディングの一つの限界を示しました。状況によって、余りにも厳しいコント
ロールになってしまうので、中小企業等では対応できないだろう。
ただ、スクリーニングとして使えると思いますね。妥当な判断でコントロールバンディ
ングでやって、十分 A とか B とかというところに来るよということになれば、安全サイ
ドに見て A とか B のところに来るということであれば、十分安全であるということで大
丈夫だと思います。ただ、現実にはそうならない場合が多いだろうと。エキスパート判断
を求めるというようなことになる場合が多いだろうと思います。ですから、産業医とか、
あるいはオキュペーショナルハイジニストの出番というのは、もう常に今後もあるだろう
と。アメリカでも、ACGIH、あるいは NIOSH 等の検討結果を見ましても、同じような
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ことを言っておりますね。ばく露限界値を設定する方法の必要性がなくなるということは
あり得ないと。専門家の判断を要求されることが多いであろうというようなことを言って
いる次第であります。
あと、「ばく露限界値設定に際しての留意事項」（スライド 72）とか、さまざま細かい
附帯事項を書いておりますけれども、時間が大分オーバーしておりますので、ここで一た
んやめさせていただきまして、休憩時間をとって、後で御質問に応じてお答えするという
ことでお許しいただければと思います。
一たんこれで終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
村上先生：
ディスカッションに入りたいと思うのですが、先ほど、先生のお話、最後の部分残って
いたところがあったかと思いまして。先生、10 分か 15 分ぐらいお話しいただいて、終わ
られてからディスカッションにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
では、そのような形で、先生、続きの方をよろしくお願いいたします。
櫻井先生：
それでは、お言葉に甘えまして、残りをちょっと追加させていただきます。
先ほどこの（「有害性区分の物質に対するコントロールの方法」）部分までお話ししたと
思いますが、これはコントロールバンディングによるコントロールの方法のところです。
ここで、もう一つ仮定が入っています。要するに、0.01 mg/m3 以下に抑えるべきもので
あると判断した。そうすると、微細な粉塵ならば、グラム単位だったらば密閉にする。中
ぐらいの結晶性あるいは顆粒状の粉塵だったらば、グラム単位を使っている場合、局排な
らば 0.01 ぐらいに下げることができる。例えばペレット状だったらば、キロ単位もし使
っているとすると、0.01 以下に抑えるには密閉でなければいけない。こういう判断のも
とにあって、こういうことが示されているわけです。その判断が本当に正しいかというと、
これはもう一つ問題があるわけです。本当に正しいかどうかいう問題が。先ほど、毒性の
分類から直ちにばく露限界値を決めている。今度は、ある物質が、例えば微細な粉塵であ
り、その量が何グラム単位だったらば、密閉にすればどの程度まで抑えられるか、抑えて
いるかと、現実にそうなっているかという仮定があるわけです。
この部分は、イギリスにおける経験をもとに決めているというのですけれども、そのデ
ータが十分に示されているわけではないので、本当に各国でそれが正しいかどうかは検証
したり何かもしているわけですね。たまたま日本でも、それが進行中ですが、必ずしも一
致しません。非常に安全サイドへ行っていることもあるし、局排と言っても、局排がきち
んと動いてないような場合は話になりませんのでね。全体換気でいいという場合もありま
すが、全体換気の場合、空気の流れが様々になりますので、全体換気によって発生してい
る空気の流れの中にたまたま発生源があるときは成り立つけれども、そうでないと危険で
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あるとか、様々な問題があることがわかってきておりますので、このコントロールバンデ
ィング的な方法は、日本でも来年じゅうには厚生労働省のホームページに載せたいという
方向で今検討を進めておりますけれども、いろいろの条件をうまくつけて、それがきちん
と成り立つようにする必要があると思います。そのホームページを使って中小企業の人た
ちが何の化学物質を使うのか。その化学物質の MSDS に基づいて、まず先ほどの有害性
分類をして、1 日に使うのは何キログラムぐらいでというようなところから、密閉しなけ
ればいけないとか、局排でいいとか、そういう答えが出るようなホームページを来年度じ
ゅうに多分つくると思いますが、そういう方向です。
それから、「ばく露限界値設定に際しての留意事項」（スライド 72）ですが、有害性情
報そのものの不確実性を念頭に置く必要がある。採用する不確実性係数の妥当性に注意す
る必要がある。当然ですね。この辺りが基本ですから。独自にばく露限界値を設定する。
どんどんすればいいと思っています。関心のある方は、今のような方向で設定していただ
きたいと思いますが、ただ、独自にばく露限界値を設定するときは、みんなで相談して、
専門家もまじえてやるときよりはやや慎重にしていただいた方がいいだろう。不確実性係
数を大きめにとるなど、安全性の確保に留意した方がいいだろう。そうすると、余りにも
厳しい方へ行ってしまって現実的ではないという場合もあるかもしれませんが、十分に安
全性を確保しても、この程度の管理で済むのだなということがわかる場合も多々あるだろ
う。その場合も非常に有効です。コントロールバンディングを使ってもいいけれども、さ
らに、こちらの方がそういう判断がより確実になると思います。独自にばく露限界値を設
定するのは決して難しいことではないです。NOAEL をうまく探り当てれば、それを不確
実性係数で割るだけの話ですから。
他の化学物質のばく露限界値との整合性に留意する。これは大事ですね。何か変な誤解
をしていると、とんでもない整合性のない数字を引っ張り出してしまったりするけれども、
似たような化学物質はどうなっているかを見ることができれば、相当確実性が増すと思い
ます。
これはめったにないことですが、空気中とか水とか食品経由でばく露しているような物
質と同じものを労働環境でばく露するようなときは、また、ちょっと違った考えが必要に
なるかもしれません。
また、生物学的半減期が非常に長いようなものは、動物実験のデータは必ずしも安心で
きない。2 年たっても、ヒトは何十年生きておりますので、動物実験のデータで NOAEL
が出たとしても、それを直ちに使えるとは限らないということがあります。生物学的半減
期が非常に長い物質、何年オーダーというようなものには特に注意する必要がある。そう
は多くないです。ヒトのデータがある場合は、それを優先しますけれども、動物実験によ
る良質のデータがある場合、余り信頼できないヒトのデータの方を優先するよりは、むし
ろ両方をちゃんと総合的に考えた方がいいこともあると思います。動物実験のいいところ
は、システマティックにやってあるという点がありますので、総合的に考える必要がある

39

と思います。
コントロールバンディングは有益だけれども、かなり大幅に安全サイドになる場合が多
い。また、ときには、安全でないような結果になることもあるので注意する。
それから、労働者に対するばく露限界値は、一般人に対する限界値より高く設定するの
で、労働者の健康のモニタリング、または、ばく露のモニタリングを行うことをできるだ
け前提とすべきであると思っています。
ハザードの評価で今まで時間を使いましたが、ばく露の評価（スライド 73）は、実際
にばく露を測定する、あるいは推定する。それで得られたばく露に関する測定値または推
定値とばく露限界値を比較して判断する。単にばく露限界値を超えているか超えてないか
ということだけではなくて、ばく露限界値を大幅に超えているのかどうなのか。ばく露限
界値のちょっと下でぎりぎりなのか、あるいは、はるかに下なのかという点も、大変大き
な違いがありますね。単に超えるか超えてないかという実務的な判断だけではなくて、せ
っかくばく露限界値という定量的な指標がある一方、測定値という定量的なデータがある
ならば、そういう比較の大小も考えるべきだと思います。
（スライド 74、75）
優先順位の原則は、（スライド 76）今さら申し上げるまでもなく、ばく露をゼロにする
ために、できればほかの物質に変えるとか、有害性のより低い物質に変更、遠隔操作等に
より作業者のばく露をゼロにするとか、密閉化、あるいは局排やプッシュプル、あるいは
全体換気、あるいは、ばく露時間を減らすとか、行動をばく露がより少なくなるような作
業管理的な手法、あるいは、管理的な手法ですね。最後に、呼吸保護具等により、作業者
のばく露程度を減らす。あるいは、時間を減らす。こういうヒエラルキーという言葉を使
っているようですが、結局、労働環境のばく露限界値として、（スライド 77）通常示され
ているものはかなりぎりぎりのものが多いので、単なる目安と考えて、達成したからとい
って安全が確保されたわけではない。さらに、低いばく露まで低減する努力が必要で、状
況に応じて丁寧な健康管理も必要であると思います。
それから、特殊健康診断は、一般には、早期発見・早期治療のためにあると考えられて
おりますが、私はそうではなくて、一人ひとりの労働者の残存リスクを管理するために特
殊健診をやると考えるべきだと思っております。それに同意してくださる方も少なくなく
て、現在、厚生労働省で特殊健診項目の見直しを進めている委員会等でも、基本的にこの
考え方になっております。特殊健診の主要な目的は、労働者のリスクを低減することであ
る。作業環境管理、作業管理を行うことによってリスクは低減するけれども、それだけで
はリスクを十分に低くできないので、残存するリスクに対応するためには特殊健診。（ス
ライド 78）
特殊健診の主な目的は、健康障害の早期発見だけではなくて、個人ごとのリスクの低減、
すなわちばく露の低減である。一次予防であるばく露の低減が最も重要な目標であって、
早期発見・早期対応は目標として欠かすことはできないけれども、二次予防であって、優
先度はばく露防止に比べると低い。したがって、最近、特化則に取り入れている物質につ
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いては、必ず一次健診に、作業条件の簡易な調査を加えております。それ以外の特化則の
従前の化学物質とか有機溶剤とか、鉛中毒予防規則とか、作業条件の簡易な調査は全くあ
りません。今付け加えているものだけこれに加わっております。すべての特殊健診には、
これを導入するべきであるという方向で結論は出ておりますので、いずれそうなると思い
ます。ただ、改正する手続が必要なものですから、そうなってないだけです。（スライド
79）
これは、医師が作業条件を問診するときに、その本人が働いている場所の管理区分は幾
つですか、本人の働いている単位作業場所の作業環境測定結果の管理区分は、第 1 管理
区分ですか、第 2 管理区分ですか、第 3 管理区分ですかと、そういう情報を聞き取って、
そこに記入する。できれば、衛生管理者があらかじめ本人の個人票にそれを記入しておい
てもらう。医師はそれを見ながら、それを確認するとか、それから、本人がばく露として
いるという危惧を持ってないかどうか。何しろ、作業環境の測定は年に定期的にやってい
るだけで、ふだんのことは全然わかりませんので、そういう断片的な情報だけでなく、本
人がどう考えているか。あるいは、局排がちゃんと動いているかどうかとか、マスクをや
るべきとされているような非定常的な作業で、それをきちんとやっているかどうかとか、
その管理状況はどうなのか。あるいは、作業環境が、前回の特殊健診と今回の間に大きな
変更はあったか、なかったかと。要するに、ばく露に関する情報を問診で聞いてください
ということを、これは一次健診ですから、すべての特殊健診対象者に対してやることを求
めております。非常に大きな変更です。二次健診で作業条件の調査、これは従来からある
わけです。一次健診で作業条件の簡易な調査。簡易というふうに一応油断させるようなこ
とを言っておりますが、実際は、これは非常に重要です。できれば、細かく聞いてほしい
わけです。本人が、ほかの健診の結果、これといって何も問題ないと判断できる場合でも、
簡易な調査の結果、ばく露しているのではないかというおそれがあったら、作業条件の調
査を指示して、それをやることを求めているわけであります。
必要に応じて、尿中のニッケルの量の測定というような個人ばく露。あるいは個人ばく
露濃度の測定まで。作業条件の調査の中に、ガイドラインの中には、個人ばく露の測定も
ちゃんと明記してあります。いわゆる作業環境測定とは違って、個人ばく露の測定も、個
別の項目として明記してございますので、医師は必要に応じて個人ばく露濃度の測定を指
示することが望ましいと考えております。これはニッケルもそうですし、砒素も新しく導
入されたのもこうなっております。
（スライド 80、81）
最後に、リスクコミュニケーションですけれども、様々な機会をとらえて情報提供すべ
きである。特にリスクの大きさを理解する上で、ばく露限界値をよりどころとする説明が
効果的で、そのためにも、ばく露限界値を用いたリスクアセスメントを実施するといいと
考えております。（スライド 82）
最後に、「事業者が求められる対応（まとめ）」ですが、法規の遵守。これは義務だから、
当然やると。この場合も、リスク評価に基づくリスク管理も行うことが望ましい。それか
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ら、自主的対応として、努力義務として、リスク評価に基づくリスク管理が重要である。
望むらくは、マネジメントシステムに組み込んで、計画的、継続的に実施すべきである。
特に、有害物質をたくさん使っているようなところでは、こういうやり方は非常に有効で
すね。（スライド 83）
最後に、産業医とか、オキュペイショナルハイジニスト等の専門家は、これらの業務に
おいて、事業者を指導、支援する役割があるので、よろしくお願いしますということで、
以上で終わらせていただきます。
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質疑応答
村上先生（司会）：
ありがとうございました。
大変な貴重な機会でございますので、櫻井先生に御質問のある方がいらっしゃったら、
挙手の上、御質問をいただければと思います。よろしくお願いします。
A 先生：
まだ勉強をしている途中で、よくわからないのですけど。ヨーロッパの方で、REACH
という制度が開始される予定になっていると思いますが、コントロールバンディングのほ
うが中小企業の人たちが簡単に判断できるようになると思う一方、これと競合してしまう
のではないかなと思いますが。
櫻井先生（講師）：
競合ということはないと思います。REACH の場合は、化学物質の使用量に応じて、事
業者の義務を負う範囲が違うわけですけれども、例えば、年に 10 トン以上というような
ものが 1 万物質ぐらいあると REACH の方で推定しておりますけれども、そういうよう
なものについては、ケミカルセーフティリポートをきちんとつくって、その管理庁、フィ
ンランドでしたか、に提出しなければいけない。その内容の中に、こういうリスクアセス
メントをすることを求められておりまして。ばく露限界値を設定することまで求められて
いるのです。ディライブド・エクスポージャー・リミットと言っていましたかね。それは
結局、基本的に、私が今説明したようなプロセスに基づいて、こういうプロセスで出すと
こういう数値になりますと。一方、この物質をこういうふうに使うと、この程度のばく露
をする可能性がある。その定めたばく露限界値とその使用で想定されるばく露とを比べる
と、一応安全に使用できると考えられますというようなセーフティリポートを提出する義
務を負わされているわけです。ですから、量が多い場合は、そこまで求めることになって
おりまして。それが今動き出しつつある状況だし、それから、それをやるためには、少な
くとも 4 週間の毒性のデータをその事業者が自分の費用でつくる必要も出てくる。最初
から 2 年までは求めていませんので、多分、4 週ぐらいのデータが基本になってくるのか
なという気はします。できれば 90 日を一番標準にしたいのかもしれませんけれどもね。
Ｂ先生：
一番お聞きしたいというか、御意見をお聞きできると有り難いと思っているのは、コン
トロールバンディングをどう扱うかについてです。私がちょっと気になっているのは、国
が定めた現在の事業場のリスクアセスメントの指針では、まず、ばく露限界に基づいたも
のを第一に考えなければいけない。そうでない場合に、コントロールバンディングとされ
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ています。一方、リスク評価を進める立場から、コントロールバンディングをどんどん広
めようとの動きもあり、確かに小さい企業でも十分できる方法であるとは思うのですけれ
ども、COSHH ESSENTIALS というイギリスのやり方をそのまま持ってくるのは、ちょ
っと乱暴かなと思います。それから、企業側から見ても無駄が多いのかなという気がして
います。
そこで、気になっている点です、エキスパートと言われる方が、許容濃度がないものに
ついても情報をある程度 MSDS に基づいて集めれば、ばく露限界に近いものを、今日教
えていただいたやり方である程度考えられると思います。それで、産業医なり、インダシ
トリアルハイジニストが、その辺りを独自に考えて、できることなら、それでリスク評価
をきちんと定量的にやった方が、むやみにコントロールバンディングをやるよりは私はよ
ろしいのではないかなと思うのですけれども、どうも、世の中は何でもかんでもコントロ
ールバンディングで OK、GHS もコントロールバンディングのためにあるのだろうとの
誤解があるようです。GHS は必ずしも定量的な区分になっていないものですので、それ
を用いてパパッとコントロールバンディングをやるのは、私は非常にまずいところも出て
くるのではと思っております、できれば、エキスパートが関与しているところでは、定量
的にやった方が良いと私は考えているのですけれども、是非、先生の御意見をお願いいた
します。
櫻井先生（講師）：
全く同じ意見です。
ただ、やはりそうなのかと思ったのは、厚生労働省は明確に来年度中にコントロールバ
ンディングに相当するようなものをアップしたいと言っています。全然悪い話ではないだ
ろうと。中小のところで、少なくともそれでやってみようかというところがどの程度出る
か。でも、やってみると、それで安心してしまう場合、誤って変な判断をする場合もある
一方、どうしてもエキスパートの知恵が必要だというふうに悟る場合も非常に多いと思う
んですよ。
B 先生：
昨年の厚労省の化学物質の管理のあり方に関する検討会では、コントロールバンディン
グの話が出まして、そのときに、BAuA の（コントロールバンティング的）評価方法だ
と、許容濃度があるようなものは、それを基準とした評価結果が出てくるようになってい
るという話も出ました。そこで、あり方検討会の議論では、コントロールバンディングと
いう言葉を使わずに、比較的簡易なリスク評価と言った表現だったと思いますけれども、
そこでは、イギリスの方法をそのままやるということではなくて、もう少し工夫をしたも
のが必要というような意味で議論をされていたと思うのですが、いったん世の中に出ると、
そういう細かいところは飛んでしまって、厚労省もコントロールバンディングを進めてい
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る、基準濃度もなくてもいい、これでやろう、といった何となく雑な方向に行くのではな
いかと、ちょっと懸念しています。
櫻井先生（講師）：
どっちへ行くか、メリットとデメリットと両方あるとは考えております。ただ、今の段
階で、反対するよりは、そういうふうに動くならば、問題点を声高に指摘する必要が多分
かなりあるなと思っております。
1 つ、例えば今申し上げなかったので、私が気づいているのは、MSDS に依存します
ね。そこへ GHS 分類が出てくるけれども、例えば反復毒性試験のデータが全然ないもの
が多い。急性毒性とか何かで B とか A とかという判断になってしまうけれども。実際は、
反復投与毒性試験などをやると、C か D になって当然というものは多々あるわけですよ。
C になるのか、D になるのか、B になるのかで全然違いますよね。
Ｂ先生：
私は GHS の分類に関わっておりますが、今日のお話のあった雄ラットの腎臓への影響
（尿細管上皮の硝子滴沈着）は、これは種特異的であるから分類根拠としてとらなくても
いいのではないかという意見もありました。そうすると、そこは落ちてしまいますし、そ
れで判断がちょっとずれるところもでると思います。
もう一つは、労働衛生コンサルタントの方が一体どの程度今日お話しのあったリスク評
価のやり方を理解しているのか気になっています。コンサルタント会で講演をして GHS
分類の話をしたときに、コントロールバンディングに使うことを前提に聞きにきたが話が
よくわからない、どう使えばいいんだという質問が出たことがあるのですけれども、そも
そも MSDS の中身をわかった上できちんとできるものをやった方がいいのに、専門家の
コンサルタントがコントロールバンディングの方に走っているようで、私はあれと思った
ことがあります。
櫻井先生（講師）：
本当は、そういう方向へ走って、ばく露限界値を設定することすら必要がないという誤
解が余り蔓延するのは非常によくないなとは思っております。
毛利さんのようなあれだけのエキスパートですら、一時は「ばく露限界値なんか要らな
い」と言っておられましたからね。今はどうですかね。その後、考えを変えて下さってい
るかどうかは知らないけれど。
Ｃ先生：
いつも先生の基準値等の認定についての基本姿勢に感銘しております。予防原則という
見地から、先ほどのお話にあった 28 条の 2 項によって各企業は化学物質の危険性や有害
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性について明確にすることが定められています。しかし、実際的には、企業は問題が起き
るまではさわらないというケースが労働現場ではあるような気がしております。本日は、
化学物質のリスク管理の方向性について、先生の貴重な講演を聞かせて頂きありがとうご
ざました。
D 先生：
ありがとうございました。
前半で、先生が説明された職業性ばく露限界値の求め方は、大いに参考にさせていただ
いて我々は計算しております。実は、今、ナノマテリアル、特にカーボンナノチューブの
職業性曝露限界値について伺います。実は、11 月に NIOSH が、カーボンナノチューブ
の NIOSH の REL（Recommended Exposure limit）7μg/m3 を提言いたしました。2 月
がパブリックコメントの締切りです。まだ、最終的にそれを決定するかどうかはわかりま
せんけれども、私は非常に興味を持っており、なおかつ、わからない面もあります。
それは、ラットを用いた 90 日毒性試験の毒性データに基づくと、許容濃度は 0.2～2μg/m3
に設定すべきであるけれども、この値は、分析方法を外しておりまして、カーボンナノチ
ューブの定量分析下限、すなわち、NIOSH 法 5040 の定量下限が 7μg/m3 であり、それ
以下の値に設定すべきではなく、当面の間 7μg/m3 に設定するとのことです。その理由と
しては、それ以下に設定してもきちんと測れない。したがって、工学的対策等もできない
ので、当面の間 7μg/m3 にしたいということで、少なくとも生物サイドのみならず、分析
値の方、あるいは工学的対策という、今まで許容濃度を決めずに、余り考えなかったこう
いうファクターが前面に出てきて、私は非常におもしろいと同時に、今までこういう話は
私余り疎かったもので、いかがでしょうか。そういう点は考えてみれば、行政的には、そ
ういう設定をした場合に、当然それをきちんと低減対策を含めてやる基本としては、分析
方法が必要だということはわかりますけれども、許容濃度にそういう概念が入ったのは、
僕は非常におもしろいと思います。先生は、そういう点はいかがお考えでしょうか。
櫻井先生（講師）：
そもそも今のを決めたのは NIOSH ですか。
D 先生：
NIOSH です。
櫻井先生（講師）：
許容濃度というよりは、政策的というか、行政的な管理の数値として報告しているので
すね。
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Ｄ先生：
一種の（行政指針値）だと思います。
櫻井先生（講師）：
だとしたら、きわめてしばしばある考え方ですよね。分析精度が到達しない場合は、そ
のぎりぎりのところで妥協する。管理濃度もそうです。管理濃度を決定するとき、いつも
その話になりまして。今のところ、全部測れているからいいのですけれども、生物学的な
ばく露限界値がずっと下がってきて、難しいのばかり多くなっていますよね。測定できな
いから、しようがないから、そこまで管理すればいいというのは、ちょっと本来の筋から
言えば外れていると常々思ってはいるけれども、現実的な行政的な方向性としては、やむ
を得ない点もあるのだろうなとは思っております。ただ、それは最小限にしたい。
当面、そうしておくという発言がさっきありましたね。それと全く同じような考え方は、
はっきり名前をつけて、中西準子さんがこの間言っていたのは、時限、タイムリミットと
言って、今後 10 年間の時限を設けて、その間のばく露限界値はこうしたいと。その概念
をはっきり正直口に出しているわけですけれども。でも、もともと許容濃度それ自体が、
労働環境の許容濃度、ばく露限界値は、かなり時限的な要素が強かったとは思いますけど
ね。はっきり言わなかっただけであって。
E 先生：
日本では、測定をするときのサンプリングの時間が 10 分が目安となっておりますので、
諸外国のように、1 日の作業時間をサンプリングできるということではありませんので、
その意味ではますます厳しいところですね。ですので、μg/m3 ぐらいの濃度になりますと、
10 分間の捕集時間で測定するのは非常に困難だと思います。
もう一つ問題がありまして、インハラブルサンプリングをしなければならない物質があ
ります。ニッケルも、それが望ましいということです。そうすると、大雑把に言って、直
径 100μぐらいの粒子の存在も仮定しなくてはいけなくなります。100μの粒子というと、
1μg がありまして、そうすると、1 m3 の中に粒子が 1 個あっただけで規制値レベルにな
る可能性があるわけです。そうしますと、捕集量が 1 m3 では正確に測れないということ
になりまして、本質的に短時間測定が全くできないという問題が出てくる可能性がありま
す。
櫻井先生（講師）：
結局、ばく露限界値を非常に低くせざるを得ないというような状況では、それを設定し
たとしても、今度は、それを検証するために測定値と比較することは困難になるというジ
レンマの大きな問題が出てきますね。ですから、そういう非常に低くしなければならない
ような化学物質については、何か別の方法を考える必要が、知恵を絞る必要が多分あるの
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だろうと思っております。
ただ、一方で、非常に低くしなければならないときに、不確実性係数を 1000 とかいう
ような数字が本当に妥当なのかどうなのかというのはどうしてもありますね。多分不確実
性係数が大き過ぎるだろうと。1 万になると話にならないというので、絶対 1 万にまでは
しませんよね。でも、いろいろなところを見ていると、2000 とか 5000 ぐらいまで使っ
ていますよね。動物で得られた NOAEL、毒性量で大体かなりいい線に近いものだと思っ
ているけれども、それをさらに数千分の 1 にするということは、相当安全サイドになっ
ているとは思っておりますけどね。どうお考えですか。
そうかといって、それしかないのですね。だから、安全と安心を担保するためにそうい
う数字を使っている。
D 先生：
関連するものとして、例えばインジウム等では、動物実験の結果のみから、例えば
0.01 mg/m3 という数値と、さらに、0.0003 mg/m3 という 2 つの数字を提言して、これで
管理するようにということですが、特に 0.0003 mg/m3 は、測定が非常に難しいし、今の
Ｅ先生がおっしゃったように、かなり難しい。しかしながら、これは測定よりも、むしろ
エフェクトの重大性等を考えて決められたのではないかなというような気もするのですけ
れども、そこら辺は、測定とのかかわりはいかがでしょうか。お二方に聞きたい。
櫻井先生（講師）：
インジウムで当面 0.01 mg/m3 と 0.0003 mg/m3 ですね。0.0003 mg/m3 は、動物実験の
発がんのデータから 10 のマイナス 3 乗の数値を使っているんですか。
C 先生：
いや、25 分の 1 です。不確実係長は LOAEL から NOAEL への転換が 10、ラットか
らヒトへの外挿が 2.5 としました。
櫻井先生（講師）：
LOAEL の 25 マイナス。
E 先生：
インジウムにつきましては、マイナス 3 乗のレベルとマイナス 4 乗のレベルの値を出
されていると思いますけれども、どこまで測定しろとは決めていません。想定としては、
あのような低濃度の目安が出たことはありませんので、実際の環境ではもう少し高いであ
ろうということですので、現時点では、その辺りを測っていただいて、下げる努力をして
いただくということだと思います。今示されている測定法では、一番下の設定値の 10 分
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の 1 を測るのはちょっと難しいというふうになっています。
櫻井先生（講師）：
インジウムの場合は、基本的には、測定でチェックするというよりも、最初からマスク
で徹底的に防御しようということしかないということで、そうなっております。そう理解
していますが、それでよろしいでしょうか。
E 先生：
はい、そう思います。
Ｆ先生：
私は、先生の特殊健康診断は、残存リスクの管理だというお話はとても有り難いお言葉
だと思って受けとめさせていただいたのですけれども、私が理解し難いことがございまし
て、先生にお伺いしたいのでございます。
ここに書かれておりますようなホルムアルデヒドとエチレンオキシドの特殊健康診断の
項目でございますが、これは一般健診と同じということになっておりますし、健診結果の
保存期間が 5 年ということです。粉状のニッケル等他の発がん性物質（特別管理物質）
の特殊健康診断結果の保存期間は 30 年、アスベストが 40 年に対して、ホルムアルデヒ
ドとエチレンオキシドの健診結果の保存期間が、私は理解できないものですから、教えて
いただきたいと思います。
櫻井先生（講師）：
僕はそれに全然同意してないのですよね。大分前に何となく、例えば日本医師会が反対
するとか、これは医療機関で、それまでは非常に遅れていた労働衛生、徹底的に遅れてい
るああいう医療機関が直ちに非常に困ることになるというようなことで、妥協の決定だっ
たと思いますが、一応測定だけはすると。それは、それだけでも大きな進歩だけれども、
特殊健診は要らないと。それで、妥協として、一般健診と同じ健診を年に 2 回やるとい
うことですね。
F 先生：
健診結果の保存期間が 5 年というのは短期間と感じます。
櫻井先生（講師）：
発がんということをはっきり出さないで 5 年というのは、それもやっぱりおかしいか
なと思います。
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F 先生：
先生がご講演下さいました様に、GHS 対応 MSDS により、発がん物質の管理をしてい
こうという、リスクをきちんと管理するというのであれば、このホルムアルデヒドは
GHS で発がん性 1A でありますので、健診の保存期間を 5 年にして、健診項目も一般健
診にするということは、理解し難いと私は思うのですけれども。
櫻井先生（講師）：
一般健診にすること、それ自体はそんなに反対ではないですね。
F 先生：
ホルムアルデヒドでございますと、今申し上げましたように 1 つは鼻腔などの発がん
性の問題がございますし、1 つには皮膚、呼吸器感作性という問題がございます。GHS
分類でも夫々区分 1 になっております。これは、特殊健康診断項目に当然なっても然る
べきではないかと思います。
櫻井先生（講師）：
最初は、健診は全然やらないと言っていたのですね。
F 先生：
そうなんですか。そういう経緯からこういう妥協の産物というふうに考えなければいけ
ないと。ありがとうございました。どうしてもちょっと納得ができなかったものですから。
櫻井先生（講師）：
マニュアルで健診をやるドクターに御理解いただいていれば、問診でいろいろ聞いてい
ただくことができるということなんです。作業条件の簡易な調査というのは、今なら当然
入れますけれども、これにはまだそんなものは入っていません。そもそも一般健診でいい
よということになっているわけです。
F 先生：
私が産医研におりましたころから、ホルムアルデヒドは発がん性物質だという、病理の
実験室などの文献が出ておりましたし、私どももそういうふうに理解していたのですけれ
ども、現在管理濃度が 0.1 ppm になったということで、現場の方はびっくりしていらっ
しゃるようですが、特殊健診を先生が御指導していらっしゃるので、是非健康診断項目、
健康診断結果の保存期間についても御指導をいただきたいと存じまして、発言させていた
だきました。
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櫻井先生（講師）：
ホルムアルデヒドを特化則に入れたのが一昨年ぐらいでしたかね。
F 先生：
特化則 3 類から 2 類になったのが一昨年だと存じます。
櫻井先生（講師）：
そうです。もともとは 3 類にありましたが、それを 2 類に上げて。作業環境の測定は
義務化した。その段階で、いろいろな業界の意見も随分聴いて、歯科医でも使っているし、
特殊な使い方だし、非常に少量だから、義務づけるほどではないだろうというので、それ
は除いたけれども、一般の大学などの解剖とか、法医学、病理学、ああいうのはとても省
略などはできないというので、全部義務がかかっていますね。環境改善は進めていただい
ているけれども、特殊健診は確かにやっていませんけどね。一般健診のみでね。
Ｆ先生：
どうもありがとうございました。
村上先生（司会）：
せっかくの機会ですから、何か御質問があればと思いますが。
C 先生：
先ほどの農薬関係のときに、経口試験から吸入ばく露でのデータに外挿されてきますね。
僕は、基本的に、本来は経口試験と吸入試験では違うと思うんです。そういう意味で、今
の例えば化審法ですと、ガス状でない限りは経口試験でオーケーで、28 日ですが、それ
は変わる方向はあるのでしょうか。
櫻井先生（講師）：
変わる方向はないように思いますね。そもそも吸入について考えるなら吸入が一番いい
と思うのですけれども、コストとか、吸入試験をやれる機関が、世界的に見ても非常に限
定されているということで、基本的には、経口の毒性のデータを吸入の方へ外挿するとい
うので済まそうというのが一般的な考え方で、それを覆すような方向には行かないだろう
なと予測しております。
だから、本来必要なのは、経口から吸入への予測、外挿の精度を上げることだと思うん
です。今、農薬の場合に、4 というような数字を提案して、それを採用されて使われてい
るのもありますけどね。そこで 1 つ考えますのは、吸入ばく露実験のデータはコンスタ
ントですね。それはどっちかというとぎりぎりに近いといいますか、経口の場合は、血中
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濃度がこう（不定）なりますよね。それに比べると、吸入ばく露はコンスタントですね。
現実の労働環境の場合は、やっぱりこう（不定）ですね。そこの外挿のことを考えると、
コンスタントの吸入の濃度は、もしかすると十分安全のマージンがとれないのではないか
という点はあるような気もしているのです。
C 先生：
実は、そのときに、今は、局所毒性か全身毒性かという場合があると思います。そうい
う意味で、全身影響としては、吸入と経口がある程度推定し得るところであると思ってお
ります。ただし、労働現場での許容濃度は、多くの場合は、呼吸器の刺激性だと思います。
そこのところがちょっと外れてしまっているような気がしております。
櫻井先生（講師）：
全く同じ意見です。ですから、経口のデータから吸入へ外挿するとき、絶対必要なのは、
その物質に特殊な吸収されることを介さないで、直接呼吸器、特に肺に対する障害を、毒
性を持っているかどうかは、別にちゃんとチェックするべきだと思うのですね。その方法
を開発するべきだと思います。
C 先生：
ありがとうございました。
B 先生：
何回も申しわけありません。個体差の話が出ましたが、一応労働の場に関しては個体差
は含めないで、個体差に対応する UF を使わずに計算されていますけれども、2 つ気にな
っていることがあります。妊娠期等の女性保護の問題で何か考えなくていいのかというこ
とが 1 つ。もう一つは、アルデヒドの話が出ましたけれども代謝酵素の遺伝子多型の問
題です。特に ALDH2 は日本人の 40 数％が遺伝子多型で代謝機能が弱いとされています。
例えばエタノールの発がん性については、久里浜病院のウェブサイトなどを見ますと、は
っきりとは覚えておりませんが、7 倍から 15 倍ぐらい ALDH2 機能欠損型ではリスクが
高いと出ていたと思います。その辺は労働衛生関係者の一部でも取り入れなければいけな
いという意見もあるようですけれども、その辺のお考えをお聞きしたいと思います。
櫻井先生（講師）：
個体差は、特に女性という非常に明確に違った大きなグループ、特に動物実験などをや
っていても、雄と雌で全然違うことが多いですよね。なぜだろうといつも思いながらもい
るわけで。動物実験でちゃんとシステマティックにやっていて、一番低い NOAEL を使
う場合は、その部分は一応若干入っているのですね、幸いにして処理されているというか。
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それはあると思います。
今までの労働現場のヒトのデータは、女性のデータをとるのではなくて、男性のデータ
ばかりですから非常に危うい。その点はあるのですけれども、今後、女性について化学物
質の毒性を考えた場合、別個に集中的に考えるべき点はあるという御指摘だと思うのです
けれども、そのとおりだとは思います。これからの課題、今までも散々言われているけれ
ども、なかなかうまく進んでない。
B 先生：
女性保護のための規制について、見直しが始まるようですけれども、そのときに、ヒト
のデータがそもそもないということになりますが。
櫻井先生（講師）：
そうですね。そういう委員会も何か進行中だと聞いておりますけれども、その場合、女
性についてのデータがないという物質については、不確実性係数を幾つか導入すべきであ
るという意見を持っている人が行政の方にもいて、「率直なところ、こう思っておりま
す」と言われたので、それをお伝えします。
B 先生：
私も、「管理濃度程度にすれば良いのでしょうか」と聞かれたので、どう答えようかと
考えました。
櫻井先生（講師）：
少なくとも、不確実性係数だけでも入れたらどうかという気はしますね。
村上先生（司会）：
時間になってしまいました。まだまだ御質問させていただきたいと思いますが、最後に、
所長から。
石渡所長先生：
櫻井先生には、大変お忙しい中をおいでいただいて、長い間、化学物質リスクマネジメ
ントについて、最近の流れも含めていろいろと御説明いただき、大変よい一日だったと思
っております。
思い起こせば、この会が発足したのは平成 9 年です。9 年の第 1 回目の交流会に櫻井先
生がまだ現職のころでしたか、おいでいただいて、祝詞をいただいたことを思い出して、
随分時間がたったんだなという思いでおります。
私どもも職域の問題をいろいろ考えている中で、さっきいろいろ議論が出た中の幾つか
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の 1 つは、中小企業は私どもへ結構相談に来るのです。名前がわからない、商標登録さ
れているものだけの物質で質問が出たりするので、この辺は、先ほど、行政が新しい簡単
な方法でというのは、是非広めていただくことは、大変大きな意義のあるのではないかと
思っております。
それから、最後の性差の問題は、化学物質だけでなくて、日本全体の健康管理のデータ
業務と同じようなことなんですね。これは必須だと思いますが、女性のデータはほとんど
ないというようなことが今起こり出して、これからは、そういう性差をかなり頭に置いて、
先生方は研究される、あるいは、現場で産業医として活動している先生は、その辺のとこ
ろもこれからは大きく頭の中に入れておかなければいけないのかなと思った次第でござい
ます。
今日は、先生、どうもいろいろありがとうございました。
村上先生（司会）：
ありがとうございました。
輿先生、次回の御案内の方をお願いします。
輿先生：
次回は、6 月 11 日（土）でございます。場所・時間は今日と同じで、この会議室で 14
時から 17 時でございます。お話しいただきますテーマは「海外派遣労働者の健康管理」
でございます。産業医をしていらっしゃる先生方の会社でも、海外へ行っていらっしゃる
労働者が多いと思いますので、そういった健康管理につきまして、3 月まで横浜労災病院
海外健康管理センターの副部長でいらっしゃいました産医大の 8 回生の先生でございま
す。お名前は古賀才博先生とおっしゃいます。只今、横浜労災病院のすぐ前のところで、
トラベルクリニック新横浜の院長をしていらっしゃいます。どうぞ、皆様御誘い合わせ御
参加をいただけますように、お願いを申し上げます。
村上先生（司会）：
どうも長い間、御静聴、御協力ありがとうございました。
それでは、これで終わらせていただきます。
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