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経済産業省の in vitro系簡易有害性

評価手法開発の取り組み

経済産業省製造産業局化学物質管理課

沼舘 建

日本動物実験代替法学会第２０回大会
於：東京大学駒場Ⅱキャンパス

平成１８年１２月８日（金）
１３：３０～１８：００

特別企画１：動物実験代替法に関する最近の国内外の動向
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化学物質のリスクとは

リスク＝ハザード（有害性） ×暴露（摂取量）
•ハザードが大きくても暴露が十分小さければ、リスクも小さい
•ハザードが小さくても暴露が大きければ、リスクも大きい

概念

例えば、医薬 適量を守れは“良薬” 適量を過ぎれば“毒”

有害性評価＝既存の有害性情報を収集して整理し、無

毒性量を求める。

暴露評価＝排出量データ、物理化学的特性、環境中の挙

動情報などを収集して整理し、シミュレーションなどを用いて全て
の摂取量を推測評価する。

リスク評価＝有害性と曝露状況を合わせて考慮し、リスク評価を行う。

評価ツールの役割＝産業界の自主管理やリスクに基づく規制体系への転換

に必要となる大気中分散モデル等のシミュレーションソフト・技術や、化学物質の特性や
有害性を予測したり短期間で評価できる技術、リスク評価手法の基盤技術の開発により、
自主的な管理と規制的対応がベストミックし得るより合理的なリスク管理の実現に寄与。
（これらの技術開発に必要な範囲での基礎データの収集・解析も併せて実施。）
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化学物質総合評価管理分野の技術戦略マップ化学物質総合評価管理分野の技術戦略マップ

「環境と調和した経済産業活動」
「安全・安心な国民生活の実現」 を目指し、

研究開発のみならず、実用化のための導入普及促進
策、標準化等の関連施策の一体的な推進

・民間企業の取組： 法令遵守、自主的な管理
・政府の取組： リスク評価に基づく化学物質管理、

実態調査、ツール開発、データベース等の知的
基盤整備、新評価手法のＯＥＣＤ等への提案

導入シナリオ

化学物質リスク評価・管理技術開発 導入シナリオ → 技術マップ → ロードマップ

化学物質管理の第１世代
物質ごとのハザードに基づく管理

化学物質管理の第２世代
物質ごとのリスクに基づく管理

化学物質管理の第３世代
リスクとベネフィットのバランスを考慮し、リス

クコミュニケーションを通じてリスクと向き合う社
会を構築することを目標とする。

○直近５年程度
個々の物質の有害性や暴露量を速やかに評価

する技術、リスク評価結果に基づき、適切なリスク
管理技術

○ナノテクノロジー
科学的に未解明故、緊急にリスク評価を行う体

制整備の構築
○より長期的な視点（今後１５年程度を見据え）

種差、個人差、複合暴露の影響を定量的に評価
できる高精度有害性評価技術、実環境中でのモ
ニタリングとともに、フィードバックして高精度化し
た暴露推定モデル

技術開発課題
行政や企業の直面するリスク評価・管理の課題（ニーズ）とそ

れを解決しうる技術（シーズ）を整理
重要技術の考え方

技術開発課題を選定後、リスク管理の目標像（リスクトレード
オフ解析に基づく最適管理）を想定し、特に重要な技術を特定

基本的考え方（状況認識）

状況認識を踏まえた研究開発の方向性

第３期科学技術基本計画は、個別政策目標「環境と経
済の好循環に貢献する化学化学物質のリスク・安全管
理を実現する」を標榜

技術マップ

ロードマップ

２０１０年頃まで
第２世代を構築させるべく化学物質管理関係法令等による

規制と企業の自主管理のベストミックスの下、物質ごとにリス
クを削減することを目標に、開発すべき概ねの時期、期間を明
示
２０２０年頃まで

第３世代と位置づけ、開発すべき概ねの時期を明示
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化学物質総合評価管理プログラムの全体像

目的：環境と調和した健全な経済産業
活動と安全・安心な国民生活の
実現

目標：化学物質の総合的な評価を行いつつ、リスクを評価・管理する
ための技術体系を構築

・化学物質のライフサイクルにわたるリスクの総合的な評価管理
を行うための手法の確立

・リスク削減に資するプロセス、手法の開発、知的基盤の整備

化学物質リスク評価・管理分野プロジェクト

１．化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発
（１９年度～２３年度）

２．構造活性相関手法による有害性評価手法開発（１９年度～２３年度）
３．ナノ粒子の特性評価手法開発（１８年度～２２年度）
４．石油精製物質等簡易有害性評価手法開発（１８年度～２２年度）
５．化学物質のリスク評価及びリスク評価手法開発（（～１８年度）
６．既存化学物質安全性点検事業の加速化（～１８年度）
７．高精度・簡易有害性（ハザード）評価システム開発（終了ＰＪ）
８．化学物質総合リスク評価管理システム開発（終了ＰＪ）

化学物質リスク削減分野プロジェクト

１．有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発（～２０年度）
２．次世代化学プロセス技術開発（終了ＰＪ）
３．超臨界液体を用いたダイオキシン等難分解性化学物質の無害化技

術研究開発（終了ＰＪ）
４．超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開発（終了ＰＪ）

ＰＪ実施による成果
○代替物質選定のリスクトレード

オフ解析手法の確立
○動物実験に替わる有害性評価

手法の確立
○従来手法に比べ、簡易、高精

度な有害性評価手法の確立
○ナノ材料のリスク評価指針、ナ

ノ粒子の管理指針等の策定
○化学物質のリスク（有害性×暴

露量）を容易かつ適切に評価
し得る手法構築

○化学物質リスクコミュニケーショ
ン促進の基盤整備

○揮発性有機化学物質排出量の
３割削減（２０００年度比）
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化学物質リスク評価技術（リスク＝ハザード（有害性）×暴露量）
既存物質や未知の物質に関する有害情報を科学的な手法により、効率的、低コストに評価する技術

これまでの成果
①リスク評価技術の開発は着実に成果
を挙げている。行政の法規制に活用、民
間も本評価技術を活用し始めるなど、リ
スク評価に基づく意志決定の時代の幕を
開けた。

②既存１５００物質の予測データ等を公
開。本手法による予測結果を化学物質
審議会にて化審法新規物質審査の参考
資料として活用。さらに、企業の新規化
学物質開発の効率化に活用。

③ラット肝発がん性予測につき、平成１７
年度までに従来比コスト１／１２、期間３/
１００を実現。企業内初期スクリーニング
への活用等マイクロアレイの利用、受託
解析への要請事例あり。

④ＰＪ終了後、平成１８年度から、リスクコ
ミュニケーション基盤整備としてＮＩＴＥ事
業として展開中（ｗｅｂ公開）。

化学物質リスク評価・管理分野のＰＪとこれまでの成果

既に着手した分野
１．化学物質のリスク評
価及びリスク評価手法の
開発(平成１３～１８年度)

２．化学物質の構造から
分解性・蓄積性などの特
性を予測する手法の開
発 (平成１３～１８年度)

３．遺伝子解析技術を活
用した短期間・低コスト有
害性評価手法の開発(平
成１３～１７年度)

４．上記ＰＪで得られた各
種リスク評価データを一
元的に管理するための
データベース共通基盤技
術の開発 (平成１３～１７
年度)

ねらい
①リスク評価という考え方自体が
定着していない我が国において、
リスク評価技術の確立を通じて、
我が国産業界におけるリスク評
価の実施を促進。

②化学物質の分子構造分析から
一定の特性の予測を可能とする
手法を開発し、化学物質の点検
作業を加速化。

③高精度を確保しつつ、長期毒
性試験のコスト１／１０、期間１／
１００を実現。

④データベース共通基盤技術の
確立を通じて、住民、行政、産業
界のリスクコミュニケーションの基
盤を形成。
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政策領域の拡大
国際動向への対応に向けた

ツール開発の加速化

化学物質管理における今後の政策展開化学物質管理における今後の政策展開

基本的考え方

科学的知見によるリスク評価に基づく
リスク管理を推進する。
（ハザード（有害性）のみによる規制で
はなく、サプライチェーン全体を視野に
入れた合理的管理を目指す。）

民間企業が自主管理に活用できる技
術開発（手法開発、基盤整備、先導
的研究）を体系的に進める。（官民役
割分担の明確化と民間企業のイノ
ベーションを促進する環境を国が整
備する。）

我が国で取得したデータや評価手法
を活用して、国際機関のルール・メー
キングに貢献する。
（市場環境整備を我が国に有利に展
開する。）

化学物質管理政策を巡る環境変化

政策領域の拡大

１ 化学産業だけから サプライチェーン全体へ
２ ハザードベースから リスクベースへ
３ 新規物質届出増等による官民コスト増
４ 新たな問題の出現 ナノ粒子等

国際動向への対応

１ 信頼ある有害性情報の取得と
世界的共有

２ 化学物質のみならず製品使用を
視野に入れた暴露・リスク評価

３ リスク評価に基づく合理的管理、
官民の役割の明確化

国際機関の活動（ＯＥＣＤ、ＩＳＯ、ＵＮ等） ＧＨＳ導入（国連勧告）
有害性分類表示基準

欧州ＲＥＡＣＨ、米ＴＳＣＡ
事業者責任
ライフサイクル全体管理

ナノ粒子の規制
とリスク管理

新規・既存
化学物質評
価

新たな課題への対応
ナノマテリアル安全性評価等

暴露評価、リスク評価手法
（ガイダンスドキュメント）

試験方法、簡易評価手法確立
（in vitro系、ＱＳＡＲ、遺伝子解析）

Ｗ
Ｓ
Ｓ
Ｄ
（持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
世
界
首
脳
会
議
）

２
０
２
０
年
ま
で
に
、

化
学
物
質
に
よ
る
著
し
い
悪
影
響
を
極
小
化

分類・表示
の調和、相
互承認

化管法

化審法

２００７年見直し

２００９年見直し
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産業構造審議会 化学物質政策基本問題小委員会における検討産業構造審議会 化学物質政策基本問題小委員会における検討

・ 化学物質を巡る環境変化に的確に対応するため、産業構造審議会化学バイオ部会
に、新たに、「化学物質政策基本問題小委員会」を設置し、今後の化学物質政策の
在り方について検討を開始

・ 本小委員会においては、２０２０年（平成３２年）という長期的視点に立ちながら、平成
１９年以降に到来する化学物質排出把握管理促進法の制度見直し、平成２１年以降
に到来する化学物質審査規制法の制度見直しを睨みつつ、新たな制度枠組みの再
構築を図ることを予定

・ スケジュール

‐ 第１回（５／２５） ：目的説明・概論

‐ 第２回（６／２６） ：安全性情報の整備等

‐ 第３回（７／２０） ：リスク評価体制等

‐ 第４回（８／３０） ：情報伝達の仕組み等

‐ 第５回（９／２７） ：リスク管理等

‐ 第６回（１０／２０） ：基盤整備・国際対応等

‐ 第７回（１１／２２） ：リスクコミュニケーション・人材育成等

– 第８回（１２／１１予定）：中間とりまとめ骨子（案）について

– 第９回（１２／２２予定）：化学物質管理の在るべき姿の整理（中間とりまとめ案）
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【基本的考え方】

化学物質の製造、使用等に伴う人の健康及び環境への影響の未然防止の観点から、化学物質が国民生活や
産業活動にもたらす社会的・経済的な便益とのバランスを図りつつ、化学物質のリスクに応じた対応を行う。

カバーすべき範囲等に係る論点
必要となる情報に係る論点
情報の把握及び情報を活用したリスク評価体制整備に係る論
点
情報伝達の仕組み構築に係る論点
事業者による自主的な管理と規制的対応のバランスに係る論
点

検討すべき論点（制度的対応）

市場に投入されるどのような化学物質に対して、リスクを評価すべきか

化学物質の有害性等の情報、市場への投入量等どのような情報が必要か

化学物質の用途情報や環境への排出情報等を如何にして把握すべきか。リスク評
価を誰が行うべきか

化学物質の安全性情報を、サプライチェーンにおいて如何に伝達していくべきか

事業者の創意工夫をもたらす自主的取組を基本としつつ、如何なる規制体系を構
築すべきか

更なる安全・安心を担保し、かつ、化学物質開発に係るイノ
ベーションを促進する規制・ルール体系の追求
国際整合性の（戦略的）確保
新たな評価手法や化学物質情報提供基盤等の基盤整備の
強化
自治体、国民、ＮＰＯ等とのリスクコミュニケーションの促進

検討すべき論点（総論）

リスクに基づく規制体系への本格的な転換

企業の競争力を誘発する市場環境の実現

各国間における基盤整備競争への対応（化学物質安全性情
報データベース等）

リスクに基づく情報提供を基本とする関係者間での理解促進

【目的・方向性】 【目的・方向性】

産業構造審議会 化学物質政策基本問題小委員会における検討②産業構造審議会 化学物質政策基本問題小委員会における検討②
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第１回化学物質政策基本問題小委員会における主要論点第１回化学物質政策基本問題小委員会における主要論点

・ ＷＳＳＤ実施計画に基づく化学物質管理の方向

（ＷＳＳＤ、ＳＡＩＣＭ、ストックホルム条約等）

・ 我が国の化学物質関連政策の現状

（第三次環境基本計画、化管法・化審法等）

・ 各国の主要な化学物質管理政策の現状

（新規化学物質届出制度、既存化学物質管理各国比較等）

・ 主な国際動向

（ＧＨＳ、ＲＥＡＣＨ、ＴＳＣＡ等）

・ 自主管理による対応

（自主的取組の位置付け等）
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第２回化学物質政策基本問題小委員会における主要論点第２回化学物質政策基本問題小委員会における主要論点

・ 安全性情報について

（ＯＥＣＤにおける安全性情報の収集等）

・ 新規化学物質の安全性情報収集について

（化審法、ＴＳＣＡ、現行ＥＵ指令比較等）

・ 既存化学物質の安全性情報収集について

（ＨＰＶプログラム、Ｊａｐａｎ・ＵＳチャレンジ等）

・ 安全性情報取得に関わる試験費用等

（試験費用、上市期間等）

・ 安全性評価方法を巡る動向

（代替的試験方法の開発状況等）
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第３回化学物質政策基本問題小委員会における主要論点第３回化学物質政策基本問題小委員会における主要論点

・ ハザードベースの規制からリスクベースの管理へ

（リスク評価の概要、暴露評価データ等）

・ 海外におけるリスク評価の概要

（ＯＥＣＤのＥＳＤ、ＴＳＣＡのＳＮＵＲ、現行ＥＵ指令、ＲＥＡＣＨ等）

・ 我が国におけるリスク評価の状況

（製造・輸入実態調査、リスク評価・暴露評価モデル等）

・ ナノ粒子等新たな課題

（欧米での取組状況、ＯＥＣＤでの議論、我が国の対応状況等）



13

12

「化学物質が、人の健康と環境にもたら
す著しい悪影響を最小化する方法で、
使用、生産されることを２０２０年までに
達成する」
２００２年ヨハネスブルグで開催された持続可能
な世界首脳会議での合意事項

「化学物質が、人の健康と環境にもたら
す著しい悪影響を最小化する方法で、
使用、生産されることを２０２０年までに
達成する」
２００２年ヨハネスブルグで開催された持続可能
な世界首脳会議での合意事項

制度見直し：「リスク評価・管理法」としての性格を強化

2010

審
議
会

海
外
動
向

施行改正国
内

動
向

2011～２０２０20092008200720062005200420032002以前
化管法施行
(2000.4/1)

REACH提案
(2001)

制度見直し：「化学物質物質情報提供基盤法」としての性格を強化

･審査項目に生態影響を追加
･リスクに応じた審査規制制度の導入

化審法施行
(1974.4/16)

産構審化学物質政策基本問題小委員会

化管法見直しに係る合同審議会（時期未定）

化審法見直しに係る合同審議会（時期未定）

REACH規則案

正式採用

◆
第１読会合意 発効？

◆
正式決定？ 欧州化学品庁発足（運用開始） 成型品中化学物

質規制開始

GHS導入合意 実施(APEC) 実施(国連)
危険有害性の分類
と表示の国際調和

今後の展開見込み（案）今後の展開見込み（案）

中長期的なスケジュール案
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ハザードベースの管理からリスクベースの管理へと転
換しつつある世界的な潮流への対応

今後の化学物質政策展開に不可欠な技術開発今後の化学物質政策展開に不可欠な技術開発

暴
露
評
価

有
害
性
評
価

リ
ス
ク
評
価

2001

１５０の初期リスク評価書
２５の詳細リスク評価書
初期リスク評価マニュアル
詳細リスク評価テクニカルガイダンス

第２期科学技術基本計画

新たな政策領域の拡大、

国際動向への対応に向けたツール開発

リスク評価の前提となる幅広い有害性情報の取得、整
備を効率的に進めるため、より合理的なスクリーニング
手段の実装への対応

リスクのより小さな化学物質へ代替する際に不可欠となる、リ
スクを比較することが可能となる手法

膨大な数に上る未解明ハザードの点検・評価を進める際に、効
果的な手段となり得る動物実験によらない化学物質の性質、毒
性を推測する手法

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012～2010

分
野
別
推
進

戦
略

第３期科学技術基本計画

分野別推進戦略（環境分野）
重点課題：化学物質リスク総合管理技術研究

分野別推進戦略（環境分野）
化学物質リスク・安全管理研究領域
個別政策目標：環境と経済の好循環に貢献する化学物質のリスク・安全管理を実現する。

化学物質のリスク評価及びリスク評価手法開発 化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発

ナノ粒子の特性評価手法開発

化学物質のリスク評価及びリスク評価手法開発

大気濃度推定モデル
河川中濃度推定モデル

既存化学物質安全性点検の加速化

生分解性予測、生体蓄積性予測、加水分解予測ＱＳＡＲシステム

高精度・簡易有害性（ハザード）評価システム開発

ラット肝発がん性予測システム

トキシコゲノミクスを活用した発がん性予測手法開発

遺伝子組換え細胞等を用いたｉｎ ｖｉｔｒｏ系簡易有害性予測手法開発

多臓器発がん性予測システム

発がん性、催奇形性、免疫毒性予測システム

化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発

構造活性相関手法による有害性評価手法開発

代替物質とのリスク比較、データギャップの類推、
複数リスクの総和を類推可能なリスクトレードオフ解析手法

ＥＳＤベースの排出量推計手法、室内暴露評価手法（化学物質含有製品）
地域スケールに応じた環境動態モデル、環境媒体移行暴露モデル

ナノ粒子のキャラクタリゼーション及び計測手法
生体影響等評価手法、暴露評価手法
リスク評価手法、リスク管理手法

反復投与毒性予測システム

化学物質リスク評価・管理分野の研究開発プロジェクトロードマップ

戦略重点科学技術
新規の物質・技術に対する予見的リスク評価管理
国際間協力の枠組みに対応するリスク評価管理
リスク管理に関わる人文社会科学
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〈燃料技術開発プログラム〉 （施策：石油・天然ガスの安定供給確保））

石油精製物質等簡易有害性評価手法開発

（期待される効果等）
研究開発の背景・効果等

プロジェクトの概要

「参画企業・大学等」、「ＰＬ」

企業等：財団法人食品薬品安全センター、独立行政法人産
業技術総合研究所、住友化学、財団法人化学物
質評価研究機構

大学：国立大学法人東北大学大学院医学系研究科
プロジェクトリーダー：田中憲穂 （財団法人食品薬品安全

センター秦野研究所遺伝毒性部長）、白井智之
（名古屋市立大学大学院医学研究科教授）

○従来の手法に比べ、簡易で迅速な有害性評価手法の確立
は、新たな製品開発における企業内スクリーニング試験に活
用することにより、重篤な毒性の陽性反応をいち早く検知・予
測することが可能となり、より少ない資源の投入での効率的
な開発の実現が期待される。

○効率的な製品開発の実現により、安定的な生産活動によ
る安定供給が図られ、石油製品の流通の合理化に資するだ
けでなく、科学的根拠に基づく有害性評価の実施により、風
評等による消費者の購買動向の変化や排除運動を回避する
ことができ、石油製品の需給バランスの安定化を維持する効
果が期待できる。

石油精製工程や石油製品中の化学物質によるリスクを正確に把握し、必要な対策を適時適切に行っ
ていくことを可能とするため、従来の手法に比べ極めて簡易かつ高精度な有害性評価手法を確立する。

○発がん性、催奇形性、免疫毒性を予測するin vitro試験手法の開発

遺伝子導入技術、幹細胞分化誘導技術、生物発光技術等を適用した培養細胞を用いて、試験期間
１ヶ月程度で、発がん性、催奇形性、免疫毒性を予測評価可能なin vitro系簡易試験手法を開発し、

標準的なプロトコールを策定する。
○トキシコゲノミクス手法を活用した発がん性試験手法の開発

遺伝子発現解析技術を短期間動物試験に適用し、試験期間１か月程度で腎臓等における発がん性を精度
９０％以上で予測評価可能な手法を開発し、標準的なプロトコールを策定する。

○石油の精製工程を経て得られる石油製品や精製の過程

で精製される物質（石油精製物質）には、消費者の身近で

使用される製品も多いが、有害性の評価を簡易に、迅速に
行うための知見が不足している。

○また、2003年10月に欧州では新たな化学物質規制案
（REACH）が採択され、その制度の下では、発がん性、変異

原性、生殖毒性を有する物質は、リスクがないことを証明し
ないと使用許可とはならず、従来の手法に比べ、簡易かつ

高精度な有害性評価手法の確立が急務となっている。

○こうした状況の下、石油精製物質等のリスク評価を適切

に行い、かつ、迅速に進めるため、有害性予測手法の高度

化が不可欠であり、簡易有害性評価手法の開発が必要。

○簡易な有害性評価手法の開発には、膨大なデータの収
集や解析が必要であるとともに、科学的な信頼性の確保が
不可欠であるが、本手法の確立により、有害性情報の収集
が飛躍的に促進することが期待されている。

○これまでの培養系技術を活用した動物実験の代替法で
は、評価のためのエンドポイントが単純であることから有害
性予測が十分ではなく、本事業の成果である簡易手法の構
築は、有害性予測手法の高度化に資するものである。

○また、トキシコゲノミクス手法を活用した肝発がん性予測
に加え、同時に他臓器への発がんに対応する本手法は、
発がん性予測率の向上に寄与することが期待されている。

研究開発期間 平成１８～２２年度
事業総額 約２１．０億円
平成１９年度要求額 ４．０億円（５．０億円）【石油】

トキシコゲノミクスを活用した発がん性試験手法

肝臓、腎臓、造血系等

肝

発がん性、催奇形性、免疫毒性予測vitro試験手法

化学物質28日間反復投与

肝 腎 造血 ………………

遺伝子発現量
測定

ＲＮＡ抽出

遺伝子の発現パターン解析よる発がん性を予測

臓器採材

発光機能

物質投与・細胞培養
・遺伝子操作

・分化、誘導、他

細胞開発

試験方法開発
・器具、培地
・物質投与法

・培養条件、他

0

2

4

6

8

10

12

A C E G I K M O

解析方法開発
・指標、方法
・判定基準

測定方法開発
・項目、条件
・機器開発

データ解析

測定

実施体制

ＮＥＤＯ → 民間企業、大学等への委託（ＮＥＤＯ交付金）

☆技術戦略マップ上の位置づけ
リスク評価・リスク管理分野の技術マップにおいて、有害性

評価に必要な技術開発のうち、in vitroの簡易なスクリーニン
グ手法（ヒト細胞などを用いた）、in vitroの簡易でハイスルー

プットに対応可能な評価手法、遺伝子発現解析技術を用いた
有害性評価技術に位置づけられる。

☆分野別推進戦略における位置づけ
エネルギー分野の重要な研究開発課題として、石油精製・

利用技術に位置づけられ、多用化する石油精製物質等に対
応して簡易で迅速に有害性（発がん性等）を評価可能な技術
等として掲げられている。、環境分野の化学物質リスク・安全
管理研究領域の重要な研究開発課題として、多様な有害性
の迅速な評価技術に位置づけられ、新たな評価手法として、
正確で迅速な有害性評価を可能にするともに、発現まで長時
間を有する影響などの評価に貢献することが期待されている。
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重要な研究開発課題 重要な研究開発課題の概要 研究開発目標 成果目標
リスク評価・
管理の方向

各主体の役割
又は要素技術

技術開発項目
（○太字は重要技術開発項目）

多様な有害性の迅速
な評価技術

正確で迅速な有害性評価を可
能にするとともに、長期の体内
蓄積や発現まで長時間を有す
る影響、複合影響などの新たな
有害性について予見的に評価
する新技術・新手法を開発す
る。

２０１０年度までに、従来の手法
に比べ、簡易かつ高精度なｉｎ　ｖ
ｉｔｒｏ試験手法やトキシコゲノミク
ス手法、シュミュレーション手法
を活用した有害性評価手法を開
発する。（経済産業省）

適切な優先順位付けに基づく効
率的な既存化学物質の安全性
点検の実施、また、有害性試験
コスト低減及び製品開発促進を
図る。（経済産業省）

有害性評価
に必要な技
術開発

要素技術

○in vitroの簡易でハイスループットに対応可能な評価手法
○有害性QSAR（感作性・変異原性・生態エンドポイント等）
○メカニズムを考慮したQSAR
○カテゴリーアプローチ手法

「有害性評価手法の開発」に関する、政府の分野別戦略と技術戦略マップにおける位置づけ

総合科学技術会議　第３期科学技術基本計画　分野別推進戦略
環境分野　化学物質リスク・安全管理研究領域

化学物質総合管理分野の技術戦略マップ
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発がん性試験 催奇形性試験 免疫毒性試験

発
光
技
術
の
応
用

毒性マーカー取得

分化誘導技術確立

アッセイ系開発

心筋細胞

神経細胞

筋・骨格細胞

心筋細胞

神経細胞

筋・骨格細胞

毒性レポー
ターベクター

Bhas形質転換試験

機器の開発

バリデーションスタディ

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

国際ガイドライン化

機械化発がん評価試験

経済産業省におけるin vitro系簡易有害性評価手法の開発

SLGSLG SLOSLO SLRSLRSLGSLG SLOSLO SLRSLR

時間時間

誘
導
誘
導

時間時間

誘
導
誘
導

時間時間

誘
導
誘
導

発光技術最適化 複合培養系技術時系列解析モデル細胞開発発光技術最適化 複合培養系技術時系列解析モデル細胞開発

Bhas42細胞

O2 CN共有結合PDMS

小腸または肝

Bhas42細胞

O2 CN共有結合PDMS

小腸または肝
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プロジェクト実施体制
実施期間: １８ＦＹ～２２ＦＹ

東北大学病院

免疫毒性予測試験法
の開発

鎌倉女子大学
代謝を組み合わせた催

奇形性予測試験法の

開発

ＮＥＤＯ

産業技術総合

研究所

短寿命ルシフェラー

ゼと細胞発光の時

系列的測定技術の

開発

プロジェクトリーダー：

田中憲穂 財団法人食品薬品安全センター
秦野研究所 遺伝毒性部長

住友化学

ＥＳ細胞を用いた催奇
形性予測試験法の開
発

再委託

共同研究

発がん性予測試験法の開発

委託

東京大学大学院

理学系研究科

細胞内遺伝子発現シ

ミュレーション技術の

開発

有害性評価手法開発推進委員会

食品薬品安全

センター

ハイスループット発

がん性予測試験法

の開発

東京大学大学院

生産技術研究所

細胞複合培養技術の

開発

指導・助言

東洋紡績

発光プローブと発

光細胞の開発

免疫毒性予測試験法催奇形性予測試験法

毒性予測基盤技術の開発

委託委託 委託 委託
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in vitro系簡易有害性評価手法開発のエンドポイント

○現行の有害性評価は、実験動物による評価であり、その評価には多額の費用と長期間が必要。
○in vivoからin vitro／in silicoなど、国際的に動物実験代替法研究が加速化。
○OECDガイドラインの代替法化へ展開、局所毒性（皮膚、眼粘膜）、急性毒性、皮膚吸収in vitro法など、
一部試験法の

提案あり。
○動物を用いない代替法が求められる中、現時点では重篤な有害性の評価のための有望な手法はない。
○欧州の新たな化学物質規制案（ＲＥＡＣＨ）においても、発がん性、変異原性、生殖毒性等の有害性評価を
重視。

Collaboration in 3 integrated projectsなど代替法研究を強力に推進。

発がん性
＊イニシエーション作用を評価する遺伝毒性試験に留まらず、発がんのすべての過程を視野に入れた形質

転換試験を重視
＊国際的にも、発がん性の予測法として、形質転換試験が有望視。ＥＣＶＡＭでは、ＳＨＥ細胞、Ｂａｌｂ／ｃ３

Ｔ３細胞系に係るpre-validation studyが進展。

免疫毒性
＊免疫毒性は、化学物質が生体の免疫機能を担当している臓器に直接的、間接的に障害性に働き、毒性を発現するもの

も少なくはない。
＊広く免疫変調作用全般をターゲットとした評価系構築を目指す

催奇形性
＊ＥＣＶＡＭでは、一部の生殖発生毒性試験の代替法を評価(Embryonic Stem cell Test, Rat Whole Embryo Culture, 

Micromass Test)。
＊催奇形性は、雌雄生殖細胞、胎生期､経世代の過程も含み複雑な試験。
＊多くの動物を長期にテストする現在の方法に変わる有望な方法がない
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発がん性物質の短期評価法

変異発がん物質 非変異発がん物質

遺伝毒性試験

初期のDNA損傷（～24時間）

UDS試験（細胞・動物）

コメットアッセイ（細胞・動物）

Ames試験（微生物）

MLA試験（細胞）

遺伝子突然変異（～2週間）

染色体異常試験（細胞）

小核試験（細胞・動物）

染色体異常（24～72時間）

形質転換試験
Balb/c 3T3形質転換試験

Bhas形質転換試験

（6週間）

（3週間）
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１. 現状の発がん性短期間評価法は、遺伝毒性（変異原性）試験

①細菌を用いる復帰突然変異試験

②細胞を用いる染色体異常試験又は突然変異試験

③げっ歯類を用いるin vivo小核試験

④UDS(不定期DNA合成）試験 などが代表的

２． 近年、遺伝毒性を示さない発がん物質が多数見出されつつあり、この非変異発がん

物質を検出できるtransformation （形質転換）試験がクローズアップ。

①SHE(シリアンハムスター胎児）細胞･･･初代細胞(欧米）

②Balb/c3T3細胞・・・細胞株(日本）

③Bhas細胞・・・遺伝子導入細胞による新たな手法(日本）（②と③は、2段階発がん試験が再現可能

３． 本プロジェクトでは、

○Ｂｈａｓ４２細胞等を用い、１００物質程度での検証の下、プロトコールを策定

○施設間バリデーションを行い、１ヶ月程度の期間での試験法を構築

○遺伝子発現の時系列解析、生体発光技術等も導入し、外挿性を向上

○ＯＥＣＤテストガイドライン等国際提案の原案作成

in vitro系発がん性評価手法開発
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食品 環境汚染物質 医薬品

免疫毒性

上皮細胞
樹状細胞
マクロファージ

T細胞

化学物質

毒性マーカー promoter region/pGL3-Basic

MluⅠ，Eco31I 切断

ﾙｼﾌｪﾗｰｾﾞ
マーカー
promoter

MluⅠ

SV40 late polyA

Eco31Iori

ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ耐性遺伝
子（一部）

Ampｒ

レポーターベクター遺伝子の作成

レポーター細胞の作成

High through-putシステムの構築

in vitro系免疫毒性評価手法の開発

細胞の変化←→遺伝子発現、産生タンパク質
時系列解析と生体発光技術の導入により、

１か月程度の期間での試験法を構築
３０物質程度で精度、再現性を検証

ＯＥＣＤテストガイドライン化に向けた計画策定
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合計
280～

840億円

医薬品開発

プロセス
臨床試験 （3～7年）スクリーニング

（2～3年）
前臨床試験（3～5年）

toxicogenomics
発がん性予測

毒性予測毒性予測

申請１に対する
候補化合物数

2,000化合物 ～4化合物 2化合物

安全性
試験

1化合物当たりの

開発費用
100-300億円

・一般毒性（急性、反復で２動物種）
・遺伝毒性，抗原性
・安全性薬理

・一般毒性（反復長期で２動物種）
・遺伝毒性（製剤不純物、ヒト特異的代謝物）
・発がん性試験（２動物種）
・薬物相互作用

1-2百万円 10-50億円

製造プロセス

・一般毒性（急性）（非GLP)

・遺伝毒性（Ａｍｅｓ）（非GLP)

・in vitro代謝（非GLP）

・生殖・発生毒性（受胎能、胚・胎児、生後）

Phase I Phase II Phase III

臨床試験薬
製造

製剤プロセス
検討

製法
検討

製品プロセス検討サンプル
合成

薬効評価 初期薬理評価 薬効薬理試験（非ＧＬＰ）

in vitro
毒性予測

発がん性予測発がん性予測

その結果として前臨床試験から臨床試験に至る間での１化
合物当たりの経済的な効果は、

約10～350億円の開発費削減
10億円は前臨床試験の早期で検知、３５０億円は臨床試験の後期で検知した場合。

医薬品候補化合物のスクリーニングの段階において、発
がん性や生殖・発生毒性等の重篤な毒性の陽性反応をい
ち早く検知・予測が可能。

簡易有害性評価手法の医薬品開発プロセスでの経済的効果試算
承
認
・
申
請

2,000化合物
×1~2百万円

≒ 40億円

1医薬品申請

までの総費用

～4化合物
×10～50億円
≒ 40～200億円

～2化合物
×100～300億円
≒ 200～600億円

新たな簡易有害性評価手法

・薬物動態（ﾄｷｼｺｷﾈﾃｨｯｸｽ，代謝・吸収・分布・排泄）


