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米国環境保護庁（USEPA）御中
Albemarle Corporation は、1-ブロモプロパンの製造業者として、
「EPA 文書番号 740-Rl-5001
（2016 年 2 月）、TSCA 作業計画－化学物質リスク評価、1-ブロモプロパン（臭化 n-プロピ
ル）、CASRN：106-9 4-5、スプレー接着剤、ドライクリーニング、脱脂用途に関するピアレ
ビュー草稿」の作成と関連すると考えられる 1-ブロモプロパンの毒性、曝露評価およびリス
ク評価の委託試験を依頼しました。
Albemarle のコメントの全体的な要約
USEPA は、米国国家毒性プログラム（NTP）の 1-ブロモプロパン（1-BP）2 年間吸入
試験のマウス腫瘍型に依拠しているが、ヒトの癌リスクとの関連性が低い。
USEPA によるリスク評価は、閾値なしのリスク評価モデルを使用しているため、
さらに適切さを欠くものになっている。
EPA／汚染防止毒物部（OPPT）では、統合リスク情報システム（IRIS）プログラ
ムのもとで通常実施される EPA 標準法と異なる方法で、癌の評価項目の用量反応解
析を実施している。
最近のデータに基づくことなく 1-BP の職場曝露を評価すると、製造業者およびそ
のカスタマーチェーンが 1-BP 曝露を減らすよう一丸となって取り組んできている
ため、過大評価となる可能性が高い。
USEPA による 1-BP の現在のリスク評価は、予防原則の通常の適用範囲を超えて、
職場でのヒトの発癌リスクを過大評価したものとなっている可能性が高い。
以下の要約と分析では、1) 1-BP は Ames サルモネラ変異原性試験で遺伝毒性でなく、2) 1-BP
に吸入曝露した雌 B6C3F1 マウスに認められた細気管支肺胞上皮癌（BAC）の発現は、閾値
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なしのリスク評価モデルが採用される遺伝毒性過程との間に関連がなく、3) 肺の持続性炎
症が BAC の発現に寄与する可能性があり、4) 1-BP のリスク評価には閾値ありのモデルを採
用する必要があり、5) 米国の多くの職場で 1-BP 曝露が急速に減少していることを示唆する
データを提示します。
1-ブロモプロパンの発癌性に関する背景情報
2013 年、NTP はラットおよびマウスを用いて実施した 1-BP の 2 年間吸入試験の結果を発表
した。表 1 に、この NTP の 1-BP 2 年間吸入試験でみられた腫瘍発現パターンを示す（NTP、
2013a）
。雄マウス、雌マウス、雄ラット、雌ラットの 4 カテゴリーの動物を曝露した。用量
依存性の皮膚腫瘍は雄ラットにのみ認められた。大腸の腫瘍は雌雄のラットにみられたが、
雌雄のマウスにはみられなかった。肺腫瘍は雌マウスにのみみられた。皮膚、大腸および肺
に用量依存性の腫瘍が報告されたが、その発現率は性別および種により異なっていた。

表1

NTP

の 1-ブロモプロパン 2 年間吸入試験の結果

表 1 を検討すると、1-BP は 2 年間の吸入によりげっ歯類に癌を誘発したが、この結果は種
および性別を超えて腫瘍発現が広くみられるかという点に関してはあまり堅牢なものでは
ないことがわかる。このことは、報告された腫瘍型のうち臨床的に最も重要なもの（雌マウ
スのみにみられた肺癌）について特に注目すべき点である。（肺腫瘍が可能性として臨床的
に重要であるというのは、職業曝露を受ける労働者では吸入が主な曝露経路であることを踏
まえてのことである。）
マウスの肺癌とラットおよびヒトの肺癌との間には不一致がみられる
2015 年に A. Pandiri が、NTP の実施した長期生物学的試験の報告にみられるラットとマウス
の肺腫瘍の一致度に関して文献レビューを発表した。このレビューには次のような記述があ
る。
「NTP が実施した長期生物学的試験 580 件を概括すると、マウスとラットに同じ化学物質
を使用して少なくとも一方の種に肺の腫瘍反応が認められたものはわずか 67 件であった。
この 67 件のうち、ラットとマウスの間に肺腫瘍の部位の一致がみられたのはわずか 14 件
（21%）であった。」
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のレビューから、ラットとマウスの肺癌に関する試験結果については 79%の確率で
不一致がみられることがわかる。1‐BP に関しては、雌マウスのみに肺癌が発現したという
点でさらに大きな不一致がある。
ラットとマウスをともに使用した 67 件の生物学的試験の結果の一致度がわずか 14%である
ことを考えると、「ヒトとマウスの肺癌には一致がみられるのか」という疑問が当然ながら
湧いてくる。 2014 年には Daniel Krewski が、 USEPA State-of-the-Science Workshop on
Chemically-induced Mouse Lung Tumors で行ったプレゼンで、下の「表 8」とあるスライドを
使ってこの問題を取り上げた。
Pandiri

表 8 一致分析 1 と 2 の κ 係数および 90%信頼区間：ヒトおよび個々の動物種

が作成した表 8 には、国際癌研究機関（IARC）がグループ 1（ヒトに対して発癌性
があることが知られている物質）に分類する発癌物質に曝露した場合の癌について結果が示
されている。1 行目に「上気道消化管および呼吸器系」の癌の発現率に関するヒトと実験動
物の一致度が示されており、κ 係数で表されている。同腫瘍の発現に関するヒトとマウスと
の一致度は、κ 値 0.17（90%信頼区間：-0.2～0.53）となっている。この一致度は「低度」と
考えられる。ヒトとマウスの一致度が「低度」にすぎないのに対して、ヒトとラットの κ
値は 0.51（90%信頼区間：0.15～0.71）である。この一致度は「中等度」と考えられる。つ
まるところ、1‐BP に関して肺癌の陽性結果が出たのはヒトの発癌との相関がごく低度のげ
っ歯類（マウス）であり、一致度が「中等度」のげっ歯類（ラット）にはこのような結果が
出なかったということである。
Krewski
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ヒトとマウスの肺癌にこれほどの不一致がある理由
ヒトとマウスの肺癌に関して化学的誘導性にこのような不一致がみられるのには、いくつか
の因子が役割を演じているのではないかと考えられる。Covance 社の Gary A. Boorman は
USEPA State-of-the-Science Workshop on Chemically-induced Mouse Lung Tumors で行ったプレ
ゼンで、ヒトとマウスの肺の重要な差と考えられる点にいくつか言及した。まず、マウスの
肺とヒトの肺では肉眼解剖学的特徴が異なる。マウスの右肺は 4 葉に分かれているが、左肺
は 1 葉のみである。これに対して、ヒトの右肺は上葉、中葉、下葉に分かれており、左肺は
下葉と上葉に分かれている。肺内気道にも著しい差がある。マウスの肺は単軸分枝で 13～
17 回の分岐があり、肺内気管支には軟骨がなく、呼吸細気管支は皆無または 1 本である。
ヒトの肺は二又分枝で 17～21 回の分岐があり、肺内気管支には軟骨があり、数桁に及ぶ本
数の呼吸細気管支がある。
下の 2 つの表は、USEPA State-of-the-Science Workshop on Chemically-induced Mouse Lung
Tumors で Boorman が行ったプレゼンからの抜粋であり、マウスの肺に並んでいる上皮細胞
にクララ細胞が占める割合というきわめて重要な点を示すものである。
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は、肺発癌にみられる差に重要な意味をもつと考えられるマウスとヒトの肺の
差をまとめている。マウスでは、肺の末梢に細気管支肺胞腫瘍と呼ばれる腫瘍が発現する。
細気管支肺胞腫瘍の前駆細胞は 2 型細胞およびクララ細胞である。マウス肺には良性腺腫の
方が悪性癌よりもよくみられる。これに対して、ヒトの肺腫瘍は気管支に集中的に発現する
傾向があり、基底細胞または気管支細胞に由来し、喫煙との間にきわめて強い相関（80～85%）
を示す。
マウス、ラットおよびヒトの肺細胞の重要と思われる代謝の差
Pandiri（2015）は、マウスとヒトの肺には肉眼解剖学的および微細解剖学的な差があるため
に化学発癌に対する感受性が異なる可能性に加え、マウス肺細胞の代謝の独自性を概説して
いる。
「…マウスに化学物質誘発性肺腫瘍が発現する確率は、ラットの 2 倍をわずかに上回る（表
1）
。スチレン、ナフタレン、クマリン、エチルベンゼン、クメン、ベンゾフランなどの化学
物質はマウスにのみ肺発癌性で、ラットには肺発癌性でない（NTP 1979、1992、1993、1999、
2009、1989；Chan 1992）
。スチレンを除いて以上の化学物質はいずれもラットにもマウスに
も発癌性であるが、肺腫瘍はマウスにのみ認められてラットにはみられないことは興味深い。
マウスが少なくともスチレンに対して独特の種特異性を示すのは、主にラットの CYP2F4
およびヒトの CYP2F1 と比較してマウスクララ（クラブ）細胞の CYP アイソフォーム CYP2F2
が独特なものであることによる。CYP2F2 は、スチレンをスチレン 7,8-オキシド（SO）をは
じめとする代謝物に代謝するのに効率が高い。こうして代謝された代謝物はクララ細胞に細
胞毒性を示して再生性過形成を引き起こし、腫瘍を含め増殖性肺病変を生じる（Cruzan ら、
2009）
。
GA Boorman
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の CYP2F2 代謝による細胞毒性代謝物の産生は検討されていないが、1-BP は、スチレ
ンをはじめとする化学物質によりマウスに認められた細気管支肺胞肺腫瘍誘発パターンに
適合する（ラットではしない）。ラットとマウスをともに用いた 2 年間吸入生物学的試験で
検証した化学物質のデータセットを検討すると、1-BP は、Ames 試験陰性、染色体異常誘発
物質陽性で、雌マウスにのみ肺腫瘍を誘発するという点でナフタレンに類似していることが
わかる。このほか、1-BP は、Ames 試験陰性で、マウスには肺腫瘍を生じてラットには生じ
ないが、エチルベンゼンおよびクメンでは雄マウスに影響が認められたという点で、両物質
にある程度類似している。さらに、エチルベンゼンとクメンは染色体異常誘発能陰性という
点で 1-BP と異なっていた。
1-BP

1-ブロモプロパンとほぼ同じ条件の NTP 吸入試験

が炎症過程により雌マウスに肺癌を誘発することを裏づける根拠
1 点目－膨大な文献により、理論的には持続性炎症がヒトに癌を引き起こす可能性があると
いう考え方が裏づけられている

1-BP

年には早くも Rudolf Virchow が、癌の発現に炎症が演じる役割を初めて記載している。
われわれのグループは 2006 年、この豊富な文献の一部を Perspectives on Pulmonary
Inflammation and Lung Cancer Risk in Cigarette Smokers（Smith ら、2006）に要約した。以下の
記述は「Smith ら、2006」からの抜粋である。
1863
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他の部位にみる炎症と癌との関連（Smith ら、2006 から）
「Cohen ら（1991）は、ヒト発癌に細胞増殖亢進が演じる役割に関するレビューで、慢性炎
症、細胞増殖亢進、癌発現リスクの増大を特徴とする臨床状態をまとめている。そこで挙げ
られたものには、皮膚の侵食性潰瘍、バレット食道を伴う逆流性食道炎、慢性萎縮性胃炎、
慢性潰瘍性大腸炎、肝硬変、胆嚢胆石症および骨のパジェット病がある。
潰瘍性大腸炎は慢性炎症と癌との強い関連を最もよく示す具体例であると思われる。10 年
以上にわたり全結腸の炎症（全大腸炎）を来たす患者では、大腸癌発現の相対リスクが正常
対照の 20～30 倍になる（Crawford、1999）。診断から 35 年後には、この相対リスクが絶対
リスク 30%に匹敵するようになる（Ekbom ら、1990）。もっとも、初期の病理検査で異形成
が認められない場合には、異形成および癌腫に進行する確率が、先の最悪の場合の 30%とい
う数値よりはるかに低くなる（Lashner ら、1990；Nugent ら、1991）。」
慢性炎症性肺疾患と肺癌との関連（Smith et al., 2006 から）
「広範囲の炎症を特徴とし、肺癌発現のリスクを小～中程度上昇させる肺系の非悪性疾患が
多数存在する。このような疾患には、肺炎、肺気腫、慢性気管支炎、特発性間質性肺炎／特
発性線維化性肺胞隔炎、全身性強皮症、珪肺症、サルコイドーシス、慢性肺炎クラミジア、
ヒトニューモシスチスがある。肺気腫および慢性気管支炎を除き、ここに挙げた疾患に伴う
肺癌は、化学的変異原および発癌物質に曝露しなくても発現することが多い。」
2 点目－炎症度は炎症誘発性刺激の量とともに上昇する
この領域の多くの研究が、肺癌の喫煙との因果関係を説明することを目的としたものであっ
た。この研究から、肺癌の発現に炎症誘発過程が演じる役割に関していくつか一般的結論を
引き出すことができる。
European Respiratory Journal, 1996, 9, 1989-1994 からの抜粋。
「Dose-dependent cigarette smoking-related inflammatory responses in healthy adults (Kuschner, et
al., 1996)」
抄録：本試験の目的は、タバコ煙曝露と気管支肺胞洗浄（BAL）中の肺細胞およびサイトカ
イン濃度との用量反応関係を明らかにすることである。健康喫煙者 14 名および健康非喫煙
者 16 名から得た腫瘍壊死因子 α（TNF-α）、インターロイキン（IL）-1β、IL-6、IL-8 および
単球走化性タンパク質（MCP）-1 の BAL 細胞中および BAL 上清中濃度を定量した。喫煙
者では、好中球、マクロファージ、IL-1β、IL-6、IL-8 および MCP-1 の濃度が非喫煙者より
も統計学的に高くなった（全例とも p≦0.0007）。喫煙（通常は「1 日 1 箱未満」、「1 日 1 箱」、
「1 日 1 箱超」と分類される）が BAL 中のマクロファージ（p<0.0001）、好中球（p=0.015）、
IL-1β（p<0.001）および IL-8（p=0.02）の存在を予測させるものとなった。われわれは、喫
煙者の肺微小環境ではマクロファージ、好中球、IL-1β および IL-8 の濃度が喫煙量依存性に
高くなるとの結論を下した。今回の観察結果を踏まえて、現喫煙者を一様のグループとして
扱い、喫煙強度を考慮に入れていない単純な解析法に対して警告を促したい。
「 Cell Recovery in Bronchoalveolar Lavage Fluid in Smokers Is Dependent on Cumulative
Smoking History (Karimi, et al., 2012)。
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背景
喫煙はさまざまな肺疾患の危険因子である。このような肺疾患では臨床検査の一環として
BAL を用いることがある。しかし、喫煙者間では特に変動が大きいため、BAL 液の細胞充
実性の解釈は困難である。本試験では、症状のない喫煙者を対象に喫煙が BAL 細胞成分に
及ぼす影響を評価することを目的とした。このほか、喫煙者群および元喫煙者群を対象に禁
煙、年齢、性別の影響を検討した。
方法
1999 年から 2009 年までに当科で得られた BAL 所見の後ろ向き検討を実施した（われわれ
が知るかぎり最大の単一施設試験）。現喫煙者 132 名（男性 48 名、女性 84 名）と元喫煙者
44 名（男性 16 名、女性 28 名）を対象とした。非喫煙者 295 名（男性 132 名、女性 163 名）
からなるグループを参照群とした。
結果
現喫煙者の総細胞数および細胞濃度の中央値［5～95pctl］はそれぞれ 63.4［28.6～132.1］×
106、382.1［189.7～864.3］×106/L となり、累積喫煙歴との間に正の相関がみられた。マク
ロファージが優勢な細胞型で（96.7%［90.4～99.0］）、リンパ球（2%［0.8～7.7］）、好中球（0.6%
［0～2.9］）がこれに続いた。どの炎症細胞の濃度も、非喫煙者および元喫煙者より喫煙者
の方が高値を示した。BAL 液回収率は年齢との間に負の相関を示した（p<0.001）。喫煙男性
は喫煙女性より BAL 液回収率が低くなった。
結論
喫煙は BAL 液の細胞充実性に重大な影響を及ぼすものである。このことは喫煙歴に左右さ
れる。大規模な現喫煙者群および元喫煙者群を対象に十分に標準化された方法を用いて実施
したわれわれの試験の結果は、臨床現場で BAL 液の細胞充実性の解釈を向上させるのに寄
与する可能性がある。

点目－NTP による 1-ブロモプロパン 2 年間吸入試験で用いたマウスに著しい酸化ストレ
スが認められた
1-ブロモプロパンに曝露した雌マウスの体内で細気管支肺胞上皮癌に形質転換する前駆細
胞は、以下のように US NTP が示しているとおり、活性化酸素種に長期曝露していた。この
活性酸素に対する長期曝露により、化学物質特異的 DNA 付加体形成とは無関係の機序によ
り DNA が損傷を受ける可能性がある。以下は、「NTP 1-Bromopropane Report on Carcinogens
（発癌物質に関する NTP 1-ブロモプロパン報告書、RoC）」のセクション 5.3.2 を全文抜粋し
たものである。
「5.3.2。細胞内グルタチオンの枯渇による酸化ストレスが 1-ブロモプロパンの発癌性に寄与
する可能性が考えられる（Morgan ら、2011）。1-ブロモプロパンにより誘発される発癌性に
グルタチオン濃度および酸化ストレスが演じる役割として考えられるものを直接検討した
試験は確認されていないが、数件の試験から、1-ブロモプロパンに対する曝露がマウスおよ
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びラットの肝、生殖系および神経系に毒性作用を引き起こすのに伴い、グルタチオン枯渇お
よび酸化ストレスが生じることを示すデータが明らかにされている（Huang ら、2011、Lee
ら、2007a、Lee ら、2005a、Lee ら、2005b、Lee ら、2010a、Lee ら、2007b、Lee ら、2010b、
Liu ら、2009、Liu ら、2010、Subramanian ら、2012）
。マウスに 1-ブロモプロパンによる用
量依存性のグルタチオン枯渇が報告されており（Lee ら、2007a、b）、Cyp2e1 ノックアウト
マウスより野生型マウスの方がグルタチオンの枯渇が大きいことから、この作用に Cyp2e1
代謝が何らかの役割を演じていることが示されている（Garner ら、2007）。1-ブロモプロパ
ンに曝露したげっ歯類に酸化ストレスが生じることは、ラット小脳の酸化ストレスマーカー
（ROS、RNS）が用量依存性に増加し（Subramanian ら、2012）、雄マウスの脂質過酸化が亢
進し（Liu ら、2010）、マウスの酸化ストレス遺伝子（NQO1 および HO-1）の発現に異常を
来たす（Liu ら、2009、Liu ら、2010）という事実と符合するものである（詳細情報は付録 E
を参照）。グルタチオン抱合は一般に解毒機序と考えられている（Morgan ら、2011）。1-ブ
ロモプロパンの尿中代謝物のほとんどがグルタチオン抱合体由来であるため、長期曝露した
場合には、抱合に利用できるグルタチオン量を超える代謝物が産生される可能性も考えられ
る。ほかにも、グルタチオン合成に必要な酵素を阻害する酸化代謝物によってグルタチオン
濃度が大幅に低下する可能性がある。また、Liu ら（2009）の報告によれば、1-ブロモプロ
パンに曝露した感受性マウス系統では肝細胞中のグルタチオン -S-トランスフェラーゼ
（GST）の活性が低くなるということである。GST 活性が低下すると、グルタチオン抱合が
低下し毒性が増大する可能性がある。Huang ら（2011）の報告によれば、1-ブロモプロパン
に曝露したラットの海馬に数種のタンパク質が差次的発現を示すということである。これは、
酸化ストレスが 1-ブロモプロパン誘発性の損傷に何らかの役割を演じているという仮説を
裏づけるものである。このようなタンパク質には HSP60、GRP78、DJ-1、GSTA3 および GSTP1
がある。HSP60、GRP78、GSTA3 および GSTP1 は 1-ブロモプロパン曝露後にアップレギュ
レートされた。HSP60 は種々のストレスにより誘導されるミトコンドリアマトリックスタン
パク質であり、GRP78 は酸化ストレスを抑制する小胞体常在性分子シャペロンである。
GSTA3 および GSTP1 は、同じく酸化ストレスに対して防御作用を示す解毒酵素ファミリー
に属する。DJ-1 は、加齢に伴う神経変性において酸化ストレスを防止することが示されて
いるが、1 週間曝露後にダウンレギュレートされた。このため、DJ-1 がダウンレギュレーシ
ョンされると、酸化ストレスが増大する可能性がある。」

点目－炎症誘発性物質が B6C3F1 マウスに BAC 腫瘍を誘発することが示されている
例：NTP による硫酸コバルト七水和物 2 年間吸入試験で、ヒドロキシルラジカルによる
K-RAS 形質転換によりマウス細気管支肺胞上皮癌が誘発される可能性が示されている。
1998 年 8 月、NTP Tech Report 47 に、NTP による 1-ブロモプロパン吸入試験で使用したマウ
スと同じ系統（B6C3F1）を用いた硫酸コバルト七水和物吸入試験の結果が記載された。い
ずれの試験でも同じ細気管支肺胞上皮癌が認められた。この腫瘍型は 1-ブロモプロパンの試
験では雌マウスにのみ認められ、硫酸コバルト七水和物の試験では雌雄のマウスにみられた。
この NTP 1998 試験で観察された肺腫瘍を K-ras 遺伝子の変異について検討している。その
データは、B6C3F1 マウスの硫酸コバルト七水和物曝露の結果、K-ras 遺伝子内のコドン 12
の 2 番目の塩基に G から T への塩基転換を誘発するヒドロキシルラジカルが発現したこと
を矛盾なく示すものとなっている。
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癌遺伝子の活性化は腺癌の誘発に重要な段階であると考えられている（Mainardia ら、
）。硫酸コバルトは遺伝毒性物質ではなく、強力な炎症誘発性物質である。ヒドロキシ
ルラジカルは肺の炎症により炎症細胞が発現させるものである。
K-ras
2014

には Ames サルモネラ変異原性がないことを裏づける根拠
腫瘍形成能があることを否定はできないが、明々白々ともいえないため、1-BP がげっ歯類
腫瘍を誘発する作用様式（MOA）が重要性を増した。1-BP が遺伝毒性であるとすれば、1-BP
が遺伝毒性以外の機序により腫瘍を誘発する場合より職業曝露する労働者の発癌リスクが
高くなると考えられる。NTP による 2 年間吸入試験でげっ歯類の腫瘍形成能について報告
されている観察結果に寄与している MOA の理解を深めるため、NTP は「NTP Report on
Carcinogens（発癌物質に関する NTP 報告書）
」（NTP、2013b）の 36 ページで、Ames 試験が
果たしているであろう重要な役割を見直している。
「DNA 反応性はサルモネラ変異原性と併せて、複数の動物種／性別のげっ歯類および複数
の組織部位の発癌性誘導と高度に相関する（Ashby と Tennant、1991）。サルモネラ試験で陽
性反応がみられれば、げっ歯類の発癌性を最もよく予測させる in vitro 指標となることが示
されている（サルモネラ変異原の 89%がげっ歯類発癌物質である）（Tennant ら、1987；Zeiger
ら、1990）。さらに、サルモネラ試験を他の試験と組み合わせても、サルモネラ試験単独の
予測性を上回ることはなかった…」
NTP（2013）は、1-BP の遺伝毒性に関する文献を精査した結果、ニューヨーク州ロチェス
ターの Eastman Kodak 社で実施され、Barber らにより 1980 年に提出されて 1981 年に発表さ
れた 1 件の Ames 試験（原稿の完全なコピーは付録 I を参照）の結果を大きく重視すること
とした。NTP の理論的根拠は、1-BP に関する RoC（2013）の以下の抜粋に記載されている。
「以上をまとめると、揮発性物質の試験に適した方法（密室で処理およびインキュベーショ
ン）を使用して報告された唯一の試験で、代謝活性化の有無を問わずほぼ同じ観察結果が認
められたことから、このデータは 1-ブロモプロパンがネズミチフス菌に直接作用する変異原
であることを示しているといえる。」

1-BP

ブロモプロパンの腫瘍形成能に関する作用様式を検討した Albemarle 社内の研究および委
託研究
1-BP の Ames 試験での遺伝毒性を明らかにすることが重要であるほか、NTP が 35 年以上前
に実施された単一の Ames 試験に依拠していることから、Albemarle は 1-BP の Ames 試験で
の活性を独自に評価することにした。Albemarle の委託試験結果を記載、紹介する前に、1-BP
の遺伝毒性に関して Albemarle 社内で検討した定量的構造活性相関（QSAR）の結果を簡単
に紹介したい。

1-
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ブロモプロパンおよび 2-ブロモプロパンの QSAR モデリング（付録 II）
欧州化学物質庁（ECHA）は、分子の化学構造からその（毒性を含めた）生物学的活性を予
測するのに提唱されている定量的構造活性相関（QSAR）プログラムの一環として OECD
Toolbox を採用している。OECD Toolbox からは 1-BP が Ames 試験陰性であることが予測さ
れ、現に Albemarle 委託 BioReliance 2015 Ames 試験では陰性であった。OECD Toolbox から
はほかにも、2-ブロモプロパンが Ames 試験で陽性になるはずであることが予測され、現に
Ames 陽性であった（CCRIS、2015）
。このため、BioReliance の Ames 試験の結果が QSAR
からは予測されるものであるが、Barber ら（1981）の以前の試験結果から予測されるもので
ないということになる。
1-

ブロモプロパンの潜在的遺伝毒性に関する数件の Albemarle 委託試験
既存の文献では、1-BP を DNA 損傷および変異原性の点で分析しようと試みるも、揮発性お
よび溶解性に関する問題の検討が十分でなかったため、Albemarle は 1-BP の作用様式を検討
する試験を数件実施した。（Ames 試験および in vitro 染色体異常試験がともに、揮発した 1-BP
が漏れることのない密室で実施された。）Albemarle の目的は、1-BP が広く定着している試
験法で変異原性であるかどうかを明らかにする技術的精度の高い試験を実施することであ
った。この目的に向け、Albemarle はこの領域で豊富な経験のある BioReliance（メリーラン
ド州ロックビル）と契約を結び、Albemarle Process Development Center（ルイジアナ州バトン
ルージュ）から分析化学者 2 名を派遣して、BioReliance と協同でアッセイ緩衝液中の 1-BP
を検出する分析プロトコルの開発に当たらせた（分析プロトコルの全体は付録 IV を参照）。
Albemarle と BioReliance の協同成果の抜粋を以下に示す。
1-

ブロモプロパンの Ames 試験の結果（最終報告書 - 付録 III からの抜粋）
「被験物質の 1-ブロモプロパンを、Aroclor 誘導ラット肝 S9 の存在下および非存在下で、
ネズミチフス菌の試験菌株 TA98、TA100、TA1535 および TA1537 と、大腸菌の試験菌株
WP2 uvr A を用いて、細菌復帰突然変異試験で検証した。試験はプレインキュベーション法
を用いて 2 段階に分けて実施した。第 1 段階の初回毒性変異試験では、確認変異原性試験に
用いる用量範囲を確定し、変異原性の予備評価を実施した。第 2 段階の確認変異原性試験で
は、被験物質の潜在的変異原性を評価、確認した。
試験委託者から提供された情報、被験物質の溶解性および標的細胞との適合性に基づき、第
一選択の溶媒としてエタノール（EtOH）を選択した。被験物質は、BioReliance 実施の溶解
性試験で検討した最大濃度約 500 mg/mL で、EtOH 中で透明溶液を形成した。
初回毒性変異試験では、最大試験用量をプレートあたり 5000 µg とした。同用量は濃度を 200
mg/mL、
接種アリコートを 25 µL として得たものである。試験用量はプレートあたり 1.5 µg、
5.0 µg、15 µg、50 µg、150 µg、500 µg、1500 µg および 5000 µg とした。S9 活性化の有無を
問わず、いずれの試験菌株にも変異原性陽性反応は認められなかった。沈殿物は観察されな
かった。サルモネラ菌の試験菌株にはいずれも、プレートあたり 5000 µg で毒性が認められ
た。初回毒性変異試験の結果を踏まえて、確認変異原性試験で用いる最大接種用量をプレー
トあたり 5000 µg とした。
1-
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確認変異原性試験では、S9 活性化の有無を問わず、いずれの試験菌株にも変異原性陽性反
応は認められなかった。試験用量はプレートあたり 50 µg、150 µg、500 µg、1500 µg、2000 µg、
3000 µg および 5000 µg とした。沈殿物は観察されなかった。サルモネラ菌の試験菌株には
いずれも、プレートあたり 5000 µg で毒性が認められた。ただ、技術的過誤があったため、
試験全体をやり直した。
再度実施した確認変異原性試験では、S9 活性化の有無を問わず、いずれの試験菌株にも変
異原性陽性反応は認められなかった。試験用量はプレートあたり 50 µg、150 µg、500 µg、
1500 µg、2000 µg、3000 µg および 5000 µg とした。沈殿物は観察されなかった。サルモネラ
菌の試験菌株にはいずれも、プレートあたり 3000 µg から毒性が認められるか、5000 µg で
毒性が認められた。本試験の条件下で、被験物質 1-ブロモプロパンは細菌復帰突然変異試験
で陰性であるとの結論に至った。」

ブロモプロパンの In Vitro 哺乳類染色体異常試験の結果（最終報告書 - 付録 V からの抜粋）
「陽性対照および未処理の対照が設けられており、妥当な試験の必要要件を満たしている。
本報告に記載した試験の条件下では、1-ブロモプロパンはヒト末梢血リンパ球を用いた in
vitro 哺乳類染色体異常試験において、S9 活性化試験系および非活性化試験系で染色体構造
異常の誘発が陽性で、染色体数異常の誘発が陰性であるとの結論に至った。」
1-

の結果を大局的に捉える
以上をまとめると、BioReliance が実施した諸試験では、1-BP は Ames 試験では遺伝毒性で
なかったが、ヒト末梢リンパ球を用いた in vitro 染色体異常試験では代謝活性化の有無を問
わず染色体異常誘発性であった。このように対照的な結果が出たことから、げっ歯類を用い
た場合に、他の化学物質が変異原性、染色体異常誘発性および腫瘍形成能の点で 1-BP と同
じないしほぼ同じ全体的危険有害性パターンを示すのかどうかという問題が浮上した。（下
の）表 2 に、証拠の重み（weight-of-the-evidence）から、げっ歯類を用いた場合に Ames 試
験では陰性、別の遺伝毒性試験では陽性で、用量依存性の腫瘍形成能を示すことが示唆され
る化学物質 18 種類の結果を提示した（CCRIS、2015）。この 18 種類のうち 2 種類、アリル イ
ソバレレートおよびフロセミドが全体的パターンの点で 1-BP と特に類似している。
アリル イソバレレートは合成香料・香味剤である。アリル イソバレレートについては、
Ames 試験 1 件中 1 件で陰性、染色体異常試験 1 件中 1 件で陽性で、雌マウスに悪性リンパ
腫、雄ラットに単核球性白血病がそれぞれ認められた。IARC（1987）では以下のように分
類されている。「アリル イソバレレートの発癌性については実験動物を用いたデータが少な
い。アリル イソバレレートはヒトに対する発癌性に関して分類することができない（グル
ープ 3）。」
フロセミドはアリル イソバレレートを大幅に上回るデータがある。フロセミドについては、
Ames 試験 2 件中 2 件で陰性、染色体異常試験 3 件中 3 件で陽性で、雌マウスに乳腺悪性混合
BioReliance
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腫瘍／腺房細胞癌、雄ラットに不定腎尿細管細胞腺腫／腺癌または頭蓋髄膜腫もしくはその
両方がそれぞれ認められた。フロセミドは Lasix の商標名でループ利尿薬として広く臨床使用
されている（Mayo Clinic、2015）。国際癌研究機関（IARC）がフロセミドの発癌性データを
評価し（IARC、1990）、「フロセミドのヒトに対する発癌性についてはデータが十分でない。
フロセミドの実験動物に対する発癌性についてはデータが十分でない」との判断を下してい
る。このため、1-BP はげっ歯類を用いた場合に Ames 試験で明らかに陰性、in vitro 染色体構
造異常試験で明らかに陽性で、発癌性が十分に認められるという点でやや独特である。

表 2 げっ歯類を用いた生物学的試験で Ames 試験陰性、他の遺伝毒性試験陽性、
腫瘍形成能を示した化学物質（CCRIS、2015）

13

14

15

ブロモプロパンの BioReliance による Ames 試験（2015）と Barber ら（1981）による Ames
試験の比較
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らは 1981 年に、揮発した 1-BP が大気中に漏れることのないように BBL Gas-Pak®嫌
気性インキュベーションジャー内で Ames サルモネラ試験を実施した。Barber らは、純度
99.85%の 1-BP 検体を試験対象としたことを報告している。1-BP の製造工程で最も生じやす
い不純物が Ames 変異原の 2-ブロモプロパンである（Armarego と Chai、2012）。2-ブロモプ
ロパンは用量依存性に塩基対置換変異をもたらすことが示されている（Maeng & Yu、1997）。
2-ブロモプロパン汚染が Barber らの結果に影響を及ぼしたかどうかはわからない。2-ブロモ
プロパン汚染の潜在的変異原性作用に懸念があるため、われわれは今回の試験で純度
99.99％であることが明らかにされている 1-BP 検体を使用した。この 1-BP 検体に含まれて
いた主要な不純物はイソプロピルブロミド（65 ppm）および水（27 ppm）である。
今回の実験では、細菌細胞の液相に 1-BP を投与した。Barber ら（1981）の試験では、細菌
細胞の接着前に気相曝露からこれに近い液相曝露に切り替わっている。Barber らは、原稿の
43 ページ、小見出し「気相から液相への移動速度」にこの過程を記載しており、
「動力学が
予測どおり複雜であるが、水相への侵入速度が 48 時間インキュベーションの実施中より高
い」と述べている。このため、用量反応の観点から問題となるのは、任意の時間内にどれく
らいの量の 1-BP が細菌細胞に送達されるのかであって、1-BP の初相が気相なのか液相なの
かということではない。
さ ら に 、 1-BP は 25°C で 蒸 気 圧 が 6.38 mm Hg （ 0.85 kPa ） で あ る
（https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1-Bromobutane）のに対して、不純物の 2-BP で
は 25°C で 216 mm Hg （ 29 kPa ） と 1-BP よ り 蒸 気 圧 が 高 い
（https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Bromobutane）ため、Barber らの試験の大気に
2-BP が豊富に存在した可能性がある。
Barber ら（1981）の試験で検証された 1-BP の用量範囲は、プレートあたり 135～2,490 µg
であった。今回の Ames 試験で検証した用量範囲は、プレートあたり 50 µg、150 µg、500 µg、
1500 µg、2000 µg、3000 µg、5000 µg であった。このため、Barber ら（1981）の試験で検証
された用量は今回検証した用量範囲に含まれている。このように検証対象とした用量範囲が
重なっていると、細胞毒性と変異原性との間に何か検出されない相互作用があって今回の試
験では変異原性の検出能を遮蔽しているが、1981 年の実験では検出可能であったという可
能性が低くなる。
Barber

による 1-ブロモプロパンの Ames 試験（2015）の査読発表不採択
BioReliance による Ames 試験（2015）の結果（付録 III、IV、V）を Albemarle が BioReliance
と共同発表しようと何回か試みるも、BioReliance の結果は陰性で Barber らの結果は陽性で
あるという理由で査読員に採択されなかった。BioReliance の試験は後者の 35 年後に OECD
の Ames 試験プロトコルに関するガイドラインを採用して GLP 条件下で実施されたもので
あり、検体の揮発性を考慮して閉鎖系を使用したものであるのに、その結果は誤りであると
考えられたということである。さらに、BioReliance による Ames 試験の結果は QSAR から
予測されるものであるのに対して、Barber らの結果はそうではない。以上の理由から、文献
に報告されている閉鎖系 Ames 試験としては依然 Barber ら（1981）の試験が唯一のものとな
っている。
BioReliance
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査読員から何点か批判があった。順不同に査読員の批判を取り上げていく。まず、Barber
らは 1-BP の蒸気を用いたが、BioReliance は液体の 1-BP を用いているとの批判があった。
すでに述べているように、Barber らは細胞接着前に 1-BP の蒸気が液相に溶解したことを詳
細に記載している。このため、この批判はデータによる裏づけがない。
第二に、BioReliance は閉鎖系を使用しているが、検体の調製中に 1-BP がチューブから揮発
し、予測される変異原性反応を観察するのに 1-BP 濃度が十分でなかったとの批判があった。
処理用チューブ中の被験物質の回収率は低かったが、試験では毒性が認められた。初回試験
では、プレートあたり 5000 µg で全試験菌株に毒性が観察された。この試験は用量範囲を確
認する試験でもあったため、用量を half-log 間隔（プレートあたり 5000 µg、1500 µg、500 µg、
150 µg、50 µg、15 µg、5.0 µg、1.5 µg）で設定した。第 2 回試験では用量間隔を狭め（プレ
ートあたり 5000 µg、3000 µg、2000 µg、1500 µg、500 µg、150 µg、50 µg）、いずれの試験菌
株もプレートあたり 3000 µg から毒性が認められるか、5000 µg で毒性が認められた。全試
験で変異原活性は示されなかった。OECD 471 のほか、Gatehouse ら（1994）および Mortelmans
と Zeiger（2000）の推奨事項から必要と考えられる最大中毒量を試験系に曝露しているため、
今回の変異原性の結果は妥当である。
第三に、査読者は、狭くはあるが細胞毒性によって Ames 変異原性が遮蔽されることのない
用量域が存在するとの仮説を提唱している。Barber ら（1981）の試験で検証された 1-BP の
用量範囲はプレートあたり 135～2,490 µg である。BioReliance の Ames 試験で検証した用量
は、プレートあたり 50 µg、150 µg、500 µg、1500 µg、2000 µg、3000 µg および 5000 µg であ
る。このため、Barber ら（1981）の試験で検証された用量は BioReliance が検証した用量範
囲に含まれている。このように検証対象とした用量範囲が重なっていると、細胞毒性と変異
原性との間に何か検出されない相互作用があって今回の試験では変異原性の検出能を遮蔽
しているが、1981 年の試験では検出可能であったという可能性が低くなる。
以上をまとめると、Albemarle には、Barber ら（1981）が Eastman Kodak で 36 年前に実施し
た 1-BP の Ames 試験で結果が陽性となった理由はわからない。われわれにわかるのは、遺
伝毒性の委託検査施設が、GLP および OECD ガイドラインのもと、揮発性を考慮に入れた
閉鎖試験条件下で Ames 試験を実施し、2 回の独立した反復試験という方法で実施した Ames
試験で、1-BP について陰性の結果を得たということである。
実験結果がいかなるものであれ、使用したプロトコルの境界条件内で適用することができる
のみである。このため、Albemarle としては、OECD 推奨外のプロトコル下で 1-BP が Ames
変異原でないとする証拠を示すことはできず、今回の反復試験で使用した実験条件では
Ames 試験陽性でなかったといえるにとどまる（付録 II、III、IV）
。
B6C3F1

マウスを用いて Ames 陰性、気管支肺胞陽性となった NTP 2 年間吸入試験は少なく

ない
下の表は、B6C3F1 マウスを用いた 2 年間吸入試験で NTP が検証した化学物質をいくつか記
載したものである。NTP 吸入試験最終報告書のリスト全体を一通り見直して選択した化学
物質のうち、少なくとも 10 種類が 1-BP とよく似たパターン（Ames 試験陰性で BAC 腫瘍
の誘発について陽性）を示した。
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による 1-ブロモプロパン（1-BP）に曝露した雌マウスの気管支肺胞癌腫（BAC）の
扱いおよび USEPA の現在の 1-BP リスク評価にみる閾値なし評価法の要約
USEPA は雌マウスの NTP 1-BP 肺癌データに依拠しており、閾値なしモデルを使用している
が、1-BP に職業曝露する労働者の肺癌リスクを正確に把握することはできないことが相当
量の根拠から示唆される。
QSAR から 1-BP が遺伝毒性物質でないことが予測される。
閉鎖系で実施した 1-BP の Ames 試験結果には、以前に結果が陽性となった試験と
その後に結果が陰性となった試験が混在している。
ヒト曝露の経路として最も可能性が高いものを踏まえると、1-BP の NTP 2 年間げ
っ歯類吸入試験で観察された腫瘍型のうち臨床的に最も重要なものは、雌 B6C3F1
マウスの BAC であると考えられた。
1-BP 以外に NTP が吸入により検証した工業薬品のうち少なくとも 10 種類が、マ
ウスに BAC がみられたが Ames 試験の結果が陰性であったという点で、1-BP と同じ
パターンを示す。
1-BP 以外にも、スチレンをはじめとする工業薬品がマウスには BAC を誘発する
がラットには誘発しないことが知られている。スチレンは、マウスクララ細胞（BAC
の前駆細胞）にみられる酵素 CYP2F2 を介して細胞毒性代謝物に代謝されることが
示されている。ヒトが保有するクララ細胞はマウスより少なく、CYP2F2 に相当す
るヒトイソ酵素によってはスチレンが毒性代謝物に代謝されない。1-BP についても
これと同じような作用様式が存在すると考えるのが妥当であろう。

USEPA
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正常な肺前駆細胞が気管支肺胞癌腫に形質転換する引き金となる事象が K-ras 突
然変異である。
ヒドロキシルラジカルに対する曝露に伴い、硫酸コバルト七水和物の吸入により
肺が炎症を来たして酸化ストレスが生じることにより、B6C3F1 に K-ras 突然変異が
発現することが示されている。
NTP による 1-BP 吸入試験で用いた雌マウスのクララ細胞は高度の酸化ストレス
に曝露していた。
1-BP の吸入により誘発される肺の慢性炎症から酸化ストレスが生じることにより、
雌 B6C3F1 マウスに BAC が発現する可能性も考えられる。
マウスの肺腫瘍とヒトの化学誘導肺癌との間には相関がほとんど認められない。
実際の職場での 1-BP 曝露量から予測されるヒト癌リスクは、細胞毒性または炎症
誘発性もしくはその両方をもたらす程度の 1-BP により雌マウスに BAC を誘発する
ことによっては十分に予測することができない。
炎症誘発性の肺癌が発現するには、DNA 反応性かつ遺伝毒性の化学物質に対する
曝露により肺癌を誘発するのに比して、炎症誘発性化学物質にはるかに高度の曝露
をすることが条件となる。
／OPPT（2016）の用量反応法に関する技術的コメント（Albemarle との契約に基づき Gradient
が提供）
「以下の節に、1-BP の潜在的発癌性に関する EPA／OPPT の評価および癌リスクの推定に用いる定量
的方法についていくつか技術的コメントを掲載する。これには、EPA／OPPT（2016）に記載された
TSCA リスク評価の基礎となっている吸入単位リスク（IUR）の評価が含まれる。
方法論的矛盾
EPA／OPPT では、統合リスク情報システム（IRIS）プログラムのもとで通常実施される EPA 標準法
と異なる方法で、癌の評価項目の用量反応解析を実施している。（先に言及した）この特有のモデル
仮説は、当局の実務（Agency Practice）を反映したものになっていない。
• 追加リスクと超過リスク：EPA／ OPPT（ 2016）では超過リスクモデルでなく追加リスク
モデルを選択している。二値データのモデリングには超過リスクを用いるようにというの
が現行の米国 EPA の指導である（Davis ら、2011；US EPA、2012）。EPA のベンチマーク
ドースソフトウェア（BMDS）に関する指針では、10%超過リスクに相当するベンチマー
クドース（BMD）を必ず示すよう推奨している。
• ベンチマーク反応（BMR）値＝0.001%：EPA／OPPT（2016）ではきわめて低い BMR を
選択しており、NTP（2011）の生物学的試験で検証した用量をはるかに超えて外挿する必
要がある。二値の評価項目については、ほとんどの癌生物学的試験で検出限界ないしそれ
EPA
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に近い値であるという理由で、BMD の計算には通常 BMR 10%が使用されている（Davis
ら、2011；US EPA、2012）。
• モデル平均化： EPA／OPPT（2016）では、Wheeler と Bailer（2008）により発表された
ソフトウェアモデルを用いてモデル平均化計算を実施している。しかし、癌の生物学的試
験データの用量反応モデリングには Multistage モデルが好ましいとするのが、EPA の IRIS
プログラムの現在の慣行である（US EPA、2012）。さらに、付録 P に示した結果は、この
モデル平均化法が誤って使用されていたことを示しているように思われる。Wheeler と
Bailer（2008）の方法は、3 つのモデル（Multistage、Weibull、Log-Probit）を組み込んだモ
デル重み付け平均法を使用したものである。しかし、各二値モデルについて個別に BMDS
モデリングを実施した場合、肺癌、皮膚癌の評価項目についてはいずれも Log-Probit モデ
ルではうまくいっていない。モデルの 1 つが収束せず、適合性がきわめて不確実であった
にもかかわらず、EPA／OPPT がモデルの平均を使用することを選択した理由はよくわか
らない。最後に、モデル平均 BMD／ベンチマークドース下限値（BMCL）は必ず、BMD
ソフトウェアにより得られた個々のモデル推定値のいずれよりも量的に高くなる。このた
め、このモデル平均化解析から得られた結果は、方法が明白でなく EPA 実施基準を遵守
したものでないことから、疑問が残る。
• ヒト等価濃度：EPA／OPPT（2016）では、実験条件を吸入用量反応に関する指針（US EPA、
1994；2009）と整合しない方法でヒト等価濃度に換算している。BMC／BMCL 値の換算
にあたっては、まず空気中濃度（ppm）を体重あたり用量（mg/kg-day）に補正してから、
経口曝露換算（BW^ ）に通常用いられる体重スケーリング法を用いて、空気濃度に再度
換算している。これは吸入リスク評価の EPA 実施基準に則ったものではない。
US EPA
（2009）によれば、用量反応モデリング（BMCL など）により動物試験から得られた出発点（POD）
を、POD（BMCL ）に用量調整係数（DAF）を掛けてヒト等価濃度（HEC）に外挿する必要がある。
DAF は、呼吸器系の標的領域の化学物質取り込み量について試験動物とヒトの差を定量化する相対気
体用量比（RGDR）に相当する。この用量調整は、ヒトとげっ歯類の気道の差を考慮するうえで必要な
ものである。DAF は試験動物種および検討対象の気体の種類に基づいて推定する。気体が属するカテ
ゴリーおよびそれに対応する DAF 計算法が US EPA（1994、2009、2012b）に記載されている。1-BP の
沸点は 70.3°C、水溶性は g/100ml（20°C）とわずかに水溶性である。NTP の試験結果を踏まえると、1-BP
は呼吸器系にも呼吸器系以外にも毒性を示す（NTP、2011）。このため、DAF を計算するにあたっては
カテゴリー2 の気体として扱うことができる。対象とする癌の評価項目（マウスの肺胞／気管支の腺腫
および癌腫）は主に、呼吸器系の胸部領域にある終末細気管支で観察する。このため、US EPA（1994、
2009、2012b）既定の方法に則り、DAF を以下の式に従って計算する。
3/4
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ここで

＝ 用量調整係数（胸部領域）
＝ マウス（雌）換気率（0.041 L/分）
＝ マウス肺の胸部領域の表面積（503.5 cm ）
＝ ヒト換気率（13.8 L/min）
＝ ヒト肺の胸部領域の表面積（543,200 cm ）
（注
、1994、2009、2012b から既定値を得た）

DAF
Ve-animal
SAanimal
Ve-human
SA-human
US EPA

2

2
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呼吸器系以外に対する作用（皮膚または腸の腫瘍など）については、化学物質の血液ガス分配係数の
比を使用して BMC／BMCL を調整する。（動物：ヒトの）比が 1 より大きい場合には、DAF の既定
値 1.0 を使用する（1-BP の場合と同じく、Gargas ら、1989 に基づく）。
癌以外の評価項目については、表 3-1 のようにしかるべく HEC に換算されているが、標準換算法を
癌の評価項目に用いなかった理由がよくわからないことを指摘しておく。
EPA 実施基準を履行した場合（超過リスクモデル、BMR＝10%、癌の Multistage モデル、正確なヒト
等価濃度を使用）の結果の要約を表 3 に示した。この結果から、EPA／OPPT（2016）が実施したモ
デリングに従うと、EPA BMD 指針の既定の実施基準に比して癌リスクが過剰評価となる可能性が示
唆される。われわれは EPA／OPPT（2016）に示されているモデリング計算を再現することができた
が、先に指摘した矛盾があるために、最終文書に披露されているモデリング結果、リスク計算および
リスク解釈には疑問が残る。EPA／OPPT は、自らの方法が EPA 実施基準と異なる理由のほか、
Multistage モデルよりモデル平均化の使用を好む理由について、さらに妥当性を示す根拠を提示すべ
きである。
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表3

Multistage

モデルを用いた 1-BP の用量反応結果の要約

注
ヒト等価濃度は以下のとおり推定：BMC/BMCL
HEC＝BMC/BMCL×DAF×6 時間/24×5 日/7 日
DAF＝呼吸器系に対する作用については 3.21、呼吸器系以外に対する作用については 1.0（先の本文中の記述を参照）

リスクの解釈
EPA／OPPT（2016）では、1-BP の発癌性の正確な機序がよくわからないことを示しており、考えら
れる機序として NTP（2013）で提示されているもの 4 通り、遺伝毒性、酸化ストレス、免疫抑制およ
び細胞増殖に言及している。上ですでに考察したとおり、マウスについては遺伝毒性に関する既存の
情報および肺腫瘍の評価項目に相当の不確実性がある。しかし、EPA／OPPT（2016）では、1-BP が
遺伝毒性であると想定したうえで、発癌性の強さの推定に線形閾値なしモデルを選択している。EPA
（2005）の癌ガイドラインには、証拠の強さ、弱さ、不確実性、ほかに考えうる位置づけを説明する
証拠の重み（weight-of-evidence）評価をはじめ、仮説として提唱されている発癌の作用様式をそれぞ
れ評価するための指針が示されている。EPA／OPPT は、遺伝毒性以外に考えられる機序を検討する
ことも、現在得られている情報の弱さを考察することもしていない。例えば、機序のひとつとして示
唆されているのが免疫抑制である。EPA／OPPT（2016）のセクション 3.2.1.4 に挙げられている根拠
から、提示された免疫学的評価項目に閾値があることが示唆されるが、EPA は代替評価項目のひとつ
としてこのような評価項目の曝露マージン分析を含めることをしていない。1-BP の既存の遺伝毒性
データに相当の不確実性があり、マウス肺腫瘍評価項目の重要性が疑わしく、他の機序に関する考察
が少ないことを考えれば、EPA／OPPT は 1-BP に関する自らのリスク評価に内在する不確実性を再考
し、その考察内容を修正すべきである。EPA／OPPT は、発癌性に関する自らの用量反応分析が保守
的なものであることを認め、EPA（2005）の癌ガイドラインと矛盾しないように、ほかに考えうる作
用機序（非線形閾値ありの機序）を詳細に説明する必要がある。
Davis, JA, Gift JS, Zhao QJ (2011). Introduction to benchmark dose methods and US EPA’s benchmark dose
software (BMDS) version 2.1.1. Toxicol. Appl. Pharmacol. 254: 181-191.
Gargas ML, Burgess RJ, Voisard DE, Cason GH, Andersen ME (1989). Partition coefficients of
low-molecular-weight volatile chemicals in various liquids and tissues. Toxicol. Appl. Pharmacol. 98: 87-99.
National Toxicology Program (NTP) ( 201 1). Toxicology and Carcinogenesis Studies of 1-Bromopropane
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US EPA (1994). Methods for Derivation of Inhalation Reference Concentrations and Application of Inhalation
Dosimetry. Environmental Criteria and Assessment Office, Research Triangle Park, NC, EPA-600/8-90/066F,
October.
US EPA (2005). Guidelines for Carcinogen Risk Assessment (Final). Risk Assessment Forum,
EPA/630/P-03/001F. 166p., March.
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ブロモプロパンに対する職場での曝露は急速に減少しており、USEPA リ
スク評価では最近の曝露データのみを使用する必要がある
Albemarle は 2015 年 5 月、有害大気汚染物質に関する陳情の調査の一環とし
て、最近の職場曝露データの収集を請け負った。この 1-BP 曝露調査では、
いくつかの職業区分で職場の 1-BP 量が急速に減少していることが明らかに
された。次の節に、この変化しつつある 1-BP の職場曝露に関する所見の一
部を簡潔にまとめる。
ドライクリーニング業界の曝露評価
1-BP は、オゾン層破壊化学物質の代替物質として承認された後、2007 年以
来パークロロエチレン（「PERC」）の一時的代替物質としてドライクリーニ
ング業界で使用されている。2007 年中には既存のドライクリーニング機が
速やかに改造され、1-ブロモプロパンが使用できるようになった。ドライク
リーニング機の耐用年数は約 15 年と推定される。1-BP を用いるドライクリ
ーニング機が使用されずに古くなると、石油系溶剤を使用するドライクリー
ニング機に交換されてきた。現時点の推定では、米国で 1-ブロモプロパン
系溶剤のいずれかを未だに使用しているドライクリーニング事業者は 40 未
満である。
2 年以内に、1-BP を使用するドライクリーニング機は米国全土で 15 未満に
なる見込みである（Envirotech からの情報）。
ニューヨーク州で 1-BP を使用しているドライクリーニング機はひとつもな
い。さらに、ニューヨーク州環境保護局（NYDEC）では、ドライクリーニ
ング溶剤として nPB を使用することを禁止している。「承認済みの代替溶剤
（ Approved Alternative Solvents for Dry Cleaning ） 」 、
http://www.dec.ny.gov/chemical/72273.html を参照。
1-

スプレー接着剤業界の曝露評価
1-BP は発泡材を使用した家具事業で接着剤の担体として使用されている。
近年、接着剤業界での 1-BP 使用量が着実に減少している。例えば、発泡材
を使用した家具の事業所のうち、1-BP を含有する接着剤を未だに使用して
いるのはわずか数ヵ所にすぎず、未だ 1-BP を使用している事業所でもその
使用量が大きく減少している。発泡材を使用した家具業界での 1-BP の使用
は近い将来に段階的に全面廃止されていく見込みである。

1

は、接着剤またはエアゾール溶媒に使用される場合のオゾン層破壊
物質の許容しうる代替物質として 1-BP をリストに載せるよう提案している。

USEPA

Protection of Stratospheric Ozone: Listing of Substitutes for Ozone-Depleting
Substances--n-Propyl Bromide in Adhesives, Coatings, and Aerosols, 72 Fed. Reg.
30168 (May 30, 2007) USEPA

。
は、この規則制定を最終化することにより、
オゾン層破壊物質の許容しうる代替物質として接着剤またはエアゾール溶
媒に 1-BP を使用できないようにする可能性も考えられ、

工業用金属洗浄業界の曝露評価
ペンシルバニア州カレッジビルにある Superior Tube Corporation（STC）の事
業所は、米国にいくつかある小径かつ高品質の二次加工金属管（細管）製造
業者のひとつである。以下の抜粋は、前記の有害大気汚染物質に関する陳情
に対する回答として、Albemarle を代表して 2015 年 5 月 15 日に提出された
ものである。この抜粋は、細管業界にかかわる曝露の問題を記載しているほ
か、米国全土で産業界が 1-BP 曝露を減少させつつあるという一般的問題を
具体的に示している点で注目に値する。抜粋部分は赤字にしてある。
細管業界は、心ステントなどの植え込み型医療機器、原子力発電装
置、先進的軍用機や海軍艦艇をはじめとする特殊製品に細管が使用されてい
るという点で独特である。その脱脂工程は、過酷な環境（ヒトへの植え込み、
放射線曝露など）での製品の品質および機能を確保するための重要な要素で
あり、冶金のインテグリティの確保と直接関係がある。細管の最終的な使用
目的を考えれば、製品の不具合（または不良寸法や規格外の製品）が許容で
きる結果でないことは明らかである。
細管業界独自の特徴は、国家有害性大気汚染物質排出基準（National
Emission Standards for Hazardous Air Pollutants:NESHAP）
：ハロゲン化溶剤洗浄規
則（Halogenated Solvent Cleaning Rule（「ハロゲン化溶媒規則」））で認識されて
おり、細管業界は、細管製造の環境が特殊であるという理由で、癌リスクが 100
万分の 70 であるにもかかわらず NESHAP 基準を免除されていた。当初のハロ
ゲン化溶媒規則では、STC などこの規則の対象となる企業は、TCE 排出量を減
少させる種々の技術と装置（まとめて「NESHAP 準拠制御技術」）を選択する
よう命じていた。STC が nPB に切り替えることにより、操業に TCE を使用し
なくなった時点で 、当初のハロゲン化溶媒規則の対象外となった。
1

～ の間に、STC はその操業を TCE から nPB に切り替えた。州の規
制当局と州議会議員、環境市民団体がこの変更を主導したとされているが、PA
DEP の文書のほか、当時 STC が公式発表した文書によれば、STC は環境フット
プリントを減じるためこの切り替えを自発的に実施したという。
1

2007 2008
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当初のハロゲン化溶媒規則は、大気浄化法（Clean Air Act）に基づ
き必要となった残留リスク分析の一環として修正された。その規則制定の結
果、細管業界の環境が特殊であるという理由で、EPA は細管製造工程を標
準工業脱脂作業とは切り離し、ハロゲン化溶媒規則の新たな規定から細管製
造を免除した。細管業界を免除した EPA の理論的根拠は序文に記載されて
いる。
「4．細管製造および航空宇宙産業の事業所における連続式ウェブ
クリーナーおよびハロゲン化溶剤洗浄機に関するわれわれの決定
の理論的根拠。この最終規則に規定した要件は、細管製造業界、航
空宇宙製造、航空宇宙整備の業界・事業所との関連がある連続式ウ
ェブクリーニング機およびハロゲン化溶媒洗浄機には適用されな
い。1994 NESHAP およびその後の修正（該当する場合）に定めた
要件は、上記事業所と関連するあらゆる連続式ウェブクリーニング
機およびハロゲン化溶剤洗浄機に適用されることに変わりはない。
われわれは、データ活用通知（NODA）に対する回答として上に挙
げた 3 部門からコメントを頂戴したのち、その代表者との会合で、
洗浄作業が独特なものであること、技術的に実現可能でないこと、
われわれが当初見積もったコストが不確実なことのほか、FDA や
FAA などの連邦当局による工程変更の審査をはじめ関係のある工
程（詳しい議論の内容についてはセクション IV.A.を参照）、提案さ
れた排出限度を提案された時間内に遵守するにあたり予測される
困難を中心に情報が提出された。コストに関する新たな情報をはじ
め、NODA に対する回答として提供された新たな情報に基づき、わ
れわれはこの 3 部門それぞれのコストを再分析し、コメントにあっ
た排出限度遵守の年間費用対効果を見積もった。
***

細管製造業者については、排出量がベースライン値の場合、MIR 100
万分の 70、年間癌発現率 0.08 という値を算出した。遵守までの猶
予期間 3 年以内に現在の排出量の 10%削減を合理的に達成できる
とする同業界からのコメントを踏まえて、われわれはその場合のリ
スクと費用を見積もった。その結果、MIR は約 100 万分の 60 に低
下するが、年間癌発現率はほとんど変化しないという推定を出した。
総排出限度量をまるまる 10%削減することを遵守した場合の年間
費用対効果は、コストが 3,600 ドル超/トン、年間総コストが約 70
万ドルになると思われる。
***
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以上をまとめると、われわれは上記の特殊な産業分野（航空宇宙産
業、細管製造業者、ウェブクリーニング機を使用する事業所）が用
いているハロゲン化溶剤洗浄機に関する CAA セクション 112(f)に
基づき 1994 NESHAP に対する変更を採用することはしない。これ
は、既存の NESHAP が要求する現時点の排出抑制量により、リス
クを許容しうる程度に抑えると同時に、公衆衛生を守るのに十分な
安全域がもたらされるためである。さらに、環境に悪影響が及ぶの
を避けるのに追加基準は不要である。「十分な安全域」に関する所
見は、われわれが実現可能と評価した排出量削減により健康に対す
るリスクが比較的わずかであるが低下する可能性が高いことのほ
か、さらに排出量を抑えるのに必要となる追加費用、この 3 部門で
は技術的に可能な排出量抑制のための選択肢がないこと、あらゆる
要件を遵守するのに必要な時間を考慮に入れたものである。」
72 Fed. Reg. 25146-7（2007 年 5 月 3 日）
EPA は、次のように、細管業界が提出したコメントで明らかにされ
ている独自の環境というものに依拠していた。「洗浄作業が独特なものであ
ること、技術的に実現可能でないこと、われわれが当初見積もったコストが
不確実なことのほか、FDA や FAA などの連邦当局による工程変更の審査を
はじめ関係のある工程（詳しい議論の内容についてはセクション IV.A.を参
照）、提案された排出限度を提案された時間内に遵守するにあたり予測され
る困難を中心に情報が提出された。」
EPA は、細管業界の除外に至った要因を次のように明らかにしてい
る。「われわれが実現可能と評価した排出量削減により健康に対するリスク
が比較的わずかであるが低下する可能性が高いことのほか、さらに排出量を
抑えるのに必要となる追加費用、この 3 部門では技術的に可能な排出量抑制
のための選択肢がないこと、あらゆる要件を遵守するのに必要な時間。」
このように細管業界のハロゲン化溶媒規則で明らかにされている
独自の環境はいずれも、Superior Tube の nPB 使用についても当てはまるこ
とであり、ペンシルバニア州環境保護局（ Pennsylvania Department of
Environmental Protection: DEP）により報告されている 。DEP は、Superior Tube
が蒸気脱脂装置に搭載している制御技術を評価した。DEP は、STC の事業
である細径管製造が「救命用心ステント、原子力発電装置、先進的軍用機お
よび海軍艦艇をはじめ多数の製品に応用できるという意味で重大な」工程で
あるとしてその独自性に繰り返し言及している。また、これ以上の排出量抑
2

2

2010

年付および 2012 年付の DEP レビューメモ（Review Memo）を参照
4

制が技術的に不可能であることについて考察しており、「細管の脱脂に nPB
を使用し、再生炭素吸着システムを用いて排出物を収集、制御している細管
製造業者は国内にはほかにない。・・・［細管業界の］蒸気脱脂企業はいずれ
も、炭素再生サイクルで nPB が酸化するため、nPB と炭素吸着システムは
両立するものではないという点で意見が一致している・・・以上の所見を踏
まえれば、・・・0°C 以下の冷却コイルと、溶媒キャリーアウトをできるだ
け抑えるための STC の作業手順を組み合わせることが、nPB を使用する蒸
気脱脂装置 661 の BAT（利用可能な最良の技術）である」との結論を下し
ている。熱酸化はしかるべく設計すれば技術的に可能な選択肢であることが
確認されているが、DEP は「Capitol にかかるコストは 165 万 6 千ドル、熱
酸化機と酸スクラバーの年間管理コストは制御対象の揮発性有機化合物
（VOC）1 トンあたり 44,000 ドル超、排出 nPB を残らず捕捉して酸化機に
送る装置を再設計するコストは、制御対象の VOC 1 トンあたり 17,000 ドル
超と思われる」と報告している。このため、DEP は「酸性ガススクラバー
装置を搭載した熱酸化機は費用対効果の高い制御法でない」との結論を下し
た。また、DEP は、スクラバーの搭載されていない熱酸化機を用いて制御
すると、臭素酸排出により環境に及ぶ害が nPB 排出量削減により得られる
便益より大きくなるとみられることを明らかにしている。DEP が「このよ
うな装置は NESHAP の対象とはならないが、NESHAP の制御要件を基本的
に満たしたものである。STC は、nPB 排出量をできるだけ抑えると表明し
ているのに違わず、蒸気脱脂装置 661 に 0°C 以下の冷却コイル装置を搭載
する予定である」との結論に至ったことは重要である。
また、DEP は、STC の「コイル」脱脂装置 6836 は低温脱脂装置で
あるため、nPB 排出量をできるだけ抑えることができ、「優良作業規範に従
ってコイル脱脂装置を運転し、装置に統合された溶媒凝縮装置を使用してコ
イル脱脂装置の排気から溶媒蒸気を回収することが、コイル脱脂装置 6836
の BAT である」との結論を下した。DEP は他の制御法も評価している。
以上のとおり、DEP はすでに、nPB が有害大気汚染物質（HAP）の
リストに入っているのであれば、STC にこれ以上の制御は必要ないであろ
うし、健康に対するリスクがさらに低下することもないであろうとの結論を
下している。この特異な状況下では、nPB が HAP のリストに入っていると
しても、健康に対するリスクが低下することはないものと思われる。さらに
知りえたところでは、STC は引き続き、排出量をさらに削減するための方
法を研究していくということである。
STC をはじめとする細管業界の企業が使用している生産工程と運
転方法は通常、米食品医薬品局（FDA）等の規制当局の直接的な規制の対
象となる。製造方法や、化学物質などの原料の変更をはじめ、工程に変化が
あった場合には、長期間で費用のかかる再バリデーション試験の対象となる。
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「EPA 文書番号 740-Rl-5001（2016 年 2 月）、TSCA 作業計画－化学物質
リスク評価、1-ブロモプロパン（臭化 n-プロピル）、CASRN：106-9 4-5、
スプレー接着剤、ドライクリーニング、脱脂用途に関するピアレビュー草稿」
に関する Albemarle のコメントの全体的要約
は、NTP の 1-BP 2 年間吸入試験のマウス腫瘍型に依拠しているが、
ヒトの癌リスクとの関連性が低い。
USEPA によるリスク評価は、閾値なしのリスク評価モデルを使用している
ため、さらに適切さを欠くものになっている。
最近のデータに基づくことなく 1-BP の職場曝露を評価すると、製造業者お
よびそのカスタマーチェーンが 1-BP 曝露を減らすよう一丸となって取り組
んできているため、過大評価となる可能性が高い。
USEPA による 1-BP の現在のリスク評価は、予防原則の通常の適用範囲を超
えて、職場でのヒトの発癌リスクを過大評価したものとなっている可能性が
高い。
Albemarle は、USEPA による 1-ブロモプロパンのリスク評価に関してコメン
トを提供する機会を頂戴したことに感謝しております。詳しい情報が必要な
場合には、レターヘッド上部の連絡先までお問い合わせください。
USEPA

敬具

Carr J. Smith, Ph.D., DABT

毒性アドバイザー、Albemarle Corporation
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