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発がん物質とは？がん原性とは？
基礎知識編

産業保健

発がん物質って何？
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発がん性とは何か？

実は、定義が難しい

動物に最大耐量（MTD)を投与すると５０％はがんが発生する。

ヒトに対して、有意にがんを多く発生させること？

変異原性？？、 遺伝毒性？？

変異原性と遺伝毒性

変異原性・・・ＤＮＡに突然変異を誘発する場合に限定して用いる
つまり、エームステストなどの変異原性試験にて
陽性なもの

遺伝毒性＝変異原性＋突然変異ではないDNA損傷や
DNA付加体の生成、染色体異常などを含む

変異原性＜＜遺伝毒性
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AIMS Test
復帰突然変異試験

ヒスチジン（－）培地

肝臓S9を加える

変異させる能力が高いほどコロニーの数が増える

Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537

Escherichia coli WP2uvrA

ネズミチフス菌

ヒスシジンが作れない ヒスシジンのない培地では増殖できない

変異を入れておく

化学物質

変異が無くなる

ヒスチジンのない培地でも増殖できる

変異を起こす

ヒスチジンを産生できる
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これまでの動物を用いた発がん試験法

1つの化学物質の評価に３００匹以上、2年以上の観察が必要となる

変異原性と発がん性の関係
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変異原性がなくとも発がん性はある！！！！

アスベスト

がん

尿中代謝産物

血中化学物質
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化学物質の発がんに関する遺伝子群
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ＤＮＡ障害

Epigeneticsの変化
ベンツピレン
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ALDH2*1 ALDH2*1 ALDH2*1 

ALDH2*1 ALDH2*1 ALDH2*2 ー

お酒の強いヒト、弱いヒト

ヘテロ ホモ欠損

アルコール アセトアルデヒド 酢酸
ADH ALDH

12

ALDH2欠損者による食道がんリスクの上昇

PLoS Med 2009:16(3): e1000050

アルコール摂取量
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人での発がん性評価

The International Agency for Research on Cancer 

(IARC) is part of the World Health Organization.

IARC's mission is to coordinate and conduct research 

on the causes of human cancer, the mechanisms of 

carcinogenesis, and to develop scientific strategies for 

cancer control. The Agency is involved in both 

epidemiological and laboratory research and 

disseminates scientific information through publications, 

meetings, courses, and fellowships. 

IARC

http://www.who.ch/
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発がん物質のリスク評価：ヒトでの評価

ヒトにおける
証拠

実験動物における
証拠

発がん機構および
関連したデータ

十分な証拠： 因果関係が確立している。
偶然、バイアス、交絡を妥当な信頼度で排除できる。

限定的な証拠： 因果関係の解釈が信頼できる。
偶然、バイアス、交絡の可能性が排除できない。

不十分な証拠： 因果関係について結論できない。

発がん性欠如
を示唆する証拠：

広範囲の曝露量を網羅する研究が複数あり、共通して
因果関係が認められない。ただし、結論は研究された
部位および条件に限定される。

ＩＡＲＣによる発がん物質の分類

十分 限定的 不十分 発がん性無し

十分

限定的

不十分

発がん性
無し

実験動物での証拠

ヒ
ト
で
の
証
拠

Group 1 (ヒトに対して発がん性あり） （１１３）

Ｇｒｏｕｐ ２Ａ
（おそらく発がん性あり）

（６６）

Ｇｒｏｕｐ ２Ｂ （２８５）
（発がん性あるかもしれない）

Ｇｒｏｕｐ ２Ｂ
（発がん性

あるかもしれない）

Ｇｒｏｕｐ ３ （５０５）
（発がん性を分類できない）

Ｇｒｏｕｐ ４ （１）
（発がん性なし）
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ＩＡＲＣモノグラフにおける発がん物質のリスク評価

ＩＡＲＣ発癌ランク (International Agency of Research on Cancer)

ランク カテゴリー 対象物質

１
発癌あり
Carcinogenic to 

human

アスベスト・ベンゼン・ダイオキシン・塩
ビ、Ｃ型肝炎・ウイルス・ランドン・など
DCP ortho-toluidine

２Ａ

発癌可能性あり
Probably 

carcinogenic to 

human

ＰＣＢ・ベンゾビレン・ DCM

紫外線・など81

２Ｂ

発癌可能性あり
Possibly 

carcinogenic to 

human

クロロフォルム・鉛
※ＥＭＦ・ＤＤＴ・ＰＢＢ・４塩化炭素など

３

分類できない
Not classifiable as 

to carcinogenecity 

to human

炭塵・水銀・キシレン・パラフィン
蛍光・サッカリンなど

４

非発癌の可能性
Probably not 

carcinogenic to 

human

カプロラクタム（ナイロンの原料）唯一

※５０～６０Ｈｚの極低周波数

http://monographs.iarc.fr/
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リスクとハザードの違いは？

作業管理
ハザードとリスク

ハザード（危険源）

暴露

リスク＝ハザードｘ暴露
＝健康障害の危険性

ハザードと接触
する可能性を減
らす

作業そのものを管理
健康障害の防止対策
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「許容濃度等の勧告」

日本産業衛生学会

リスク評価とは、実はハザード評価

ヒトに対して発がん性が確認される

エビデンスがどれだけあるか？の評価

ハザードとしてのエビデンスの強さを表現している

のであって、決して発がん性の強さを表して
いるものではない！
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健康障害＝リスク

ハザード 曝露 個体感受性× ×

健康障害予防の基準作成とそのプロセス

健康影響の観察
高濃度から低濃
度への外挿

暴露濃度、
暴露人口の
同定

有害性の同定 量反応評価 暴露評価

リスクの確定

意志決定及び行動

勧告値、指針値

厚生労働省
通達、ガイドライン

法律
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これが、発がん性の強さ

発がん性のエビデンスの強さ

どのくらい曝露するのかが重要

有害性評価

用量・反応評価

曝露評価

リスク評価
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どれくらい危険なのか？ 危険性を正しく共有する！！！

化学物質と職業がん
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1936年・・・・ 当時八幡製鉄所付属病院の黒田と川端
によるガス発生炉作業者の肺がんについての報告

1940年・・・・・西村ら、アニリンによる膀胱がんを報告

第二次世界大戦中の瀬戸内の毒ガス工場の肺がん

京都友禅染め物工場の膀胱がん

佐賀関の銅精錬工場の肺がん

奈良の石綿工場の肺がんなど

北海道クロム工場での肺がん

我が国での職業がんの報告

物質 がんの部位 主な産業・使用

４−アミノビフェニル 膀胱 ゴム製造

砒素および化合物 肺、皮膚 ガラス、金属、農薬

アスベスト 肺、胸膜中皮腫 断熱材、フィルター材、繊維

ベンゼン 白血病 溶剤、燃料

ベンジジン 膀胱 染料・顔料製造

ベリリウムおよび化学物 肺 航空宇宙産業・金属

ビス（クロロメチル）エーテル 肺 化学工場中間産物・副産物

カドミウムおよび化合物 肺 染料・色素製造

クロロメチル メチルエーテル 肺 化学工場中間産物・副産物

クロム(ＶＩ) 化合物 鼻腔、肺 鍍金、染料・顔料製造

コールタールピッチ 皮膚、肺、膀胱 建材、溶接棒

コールタール 皮膚、肺 燃料

エチレンオキシド 白血病 化学工場中間産物、滅菌剤

ミネラルオイル(精製がされていないか不十分なも
の)

皮膚 潤滑剤

マスタードガス（硫黄マスタード） 咽頭、肺 化学兵器ガス

2-ナフチルアミン 膀胱 染料・顔料製造

ニッケル化合物 鼻腔、肺 治金、合金、触媒

シェールオイル 皮膚 潤滑剤、燃料

石英結晶(シリカ、クリスタライン) 肺 石工、採鉱、鋳造

煤煙 皮膚、肺 顔料

硫酸を含む強い無機酸ミスト 喉頭、肺 金属、電池

アスベスト様繊維を含むタルク 肺 紙、塗料

ダイオキシン (2,3,7,8-TCDD) 複数の臓器 非意図的産生

塩化ビニル 肝臓 プラスチックモノマー

木材のくず 鼻腔 木材産業
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1974年の職業がん条約（第139号）

がん原性物質及びがん原性因子による職業性障害の防止及び管理に関する条約
（第59回総会で1974年6月24日採択。条約発効日：1976年6月10日。情報提供の
対象とされている最新の条約）
日本の批准状況：1977年7月26日批准

[ 概 要 ]

発がん物質の危険から労働者を保護することを目的とした条約で、批准国は、労働
者が職業上さらされることを禁止、許可、管理されるべき発がん物質や発がん因子を、
定期的に決定し、その際、ＩＬＯの作る実施規準や指針、その他の関係機関の情報を
考慮するものとされる。また、これらの物質をできるだけ有害度の低い物質と代替さ
せるよう努力し、危険にさらされる労働者の数とその期間や程度を最低限まで減少さ
せ、記録制度と健康診断を実施することを求められる。
これらの規定を実施するため、加盟国は、もっとも代表的な関係労使団体と協議の上、
必要な措置をとり、条約履行の義務を負う者または機関を指定し、監督機関の設置
または適切な監督の実施を約束する。
同時に採択された同名の補足的勧告（第147号）（正式名（採択時仮訳）：がん原性物
質及び因子による職業性障害の防止及び管理に関する勧告） と付帯決議がある。
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＜胆管がん＞校正印刷会社の元従業員４人が死亡
（毎日新聞）

毎日新聞2012年 5月19日(土)2時31分配信

西日本のオフセット校正印刷会社の工場で、１年以上働いた経験のある元
従業員のうち、少なくとも５人が胆管がんを発症、４人が死亡していたことが、
熊谷信二・産業医科大准教授（労働環境学）らの調査で分かった。作業時に
使われた化学物質が原因と強く推測されるという。遺族らは労災認定を求め、
厚生労働省は調査に乗り出した。

熊谷准教授によると、同社では９１～０３年、「校正印刷部門」で１年以上働
いていた男性従業員が３３人いた。発症当時の５人の年齢は２５～４５歳と
若く、入社から７～１９年目だった。熊谷准教授が今回の死亡者数を解析し
たところ、胆管とその周辺臓器で発生するがんによる日本人男性の平均死
亡者数に比べ約６００倍になった。
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ジクロロメタン、ジクロロプロパンは発がん物質か？

IARCの発がん性に関するグループ分類

２B

Internal Agency Research on Cancer
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DCP→ Group1

DCM->Group2A

2016

膀胱がん、オルトトルイジンが原因と推定 厚労省
2016年3月19日08時15分

発がん性物質「オルト―トルイジン」を扱う三星化学工業（東
京）の福井県の工場で従業員ら６人が膀胱（ぼうこう）がんを発
症した問題で、厚生労働省は１８日、この物質が体に取り込ま
れたことが原因だと推定する調査結果を発表した。さらなる被
害を防ぐため規制の強化を検討する。
工場で作業を再現して調べたところ、オルト―トルイジンを扱
う作業についた労働者が、この物質に汚染されたゴム手袋を
着用。製品の乾燥状況も素手で確かめるなど、暴露防止策が
不十分だった。労働者の尿からは高い値のオルト―トルイジン
も検出された。

IARC 2A->１
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いずれにしにしても、社内でのしっかりとし
た、がん罹患の把握体制の構築が必要

労働環境によってがんのリスクは異なる

まだまだ、第2、第３の胆管癌の悲劇が、、、
まだ、職業ーがんの関係は不明な点が多い

標準化罹患費（SIR)

による監視体制＝実際のがん発生数／がん登録での数

GHS（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals）とは、化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベル
や安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供す
るものです。

区分1 ヒトに対する発がん性が知られているあるいはおそ
らく発がん性がある

区分1A ヒトに対する発がん性が知られている。主としてヒ
トでの証拠により物質をここに分類する。

区分1B ヒトに対しておそらく発がん性がある。主として動
物での証拠により物質をここに分類する。

区分2 ヒトに対する発がん性が疑われる

GHSとは
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特殊健診の受検個数とがんとの関係

発がん性評価とは別に、がんに相乗効果がある？？
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有機溶
剤

鉛

特化物

放射線

粉じん

アスベスト

四アル
キル鉛

特殊健診受診者のがんのリスク

Fukai, Tatemichi 2020. cancer science

化学物質の発がん性については、評価されて
いるものとされていないものがある

リスク評価は、あハザード評価であり、あくまでエビデンスの強
さを示しているのであって、発がんの強さを示しているのでは
ない。曝露の評価も重要である。

実は、評価されているのは、少ない！！！！

職場での化学物質の取り扱いについては、発がん性
があるものとして取り扱うことが必要

まとめ

職場でのがん発生の集積性には、十分に注意すること

いつでも第2，第３の胆管がんの発生の可能性がある


