
 

 

1-ブロモプロパンEPA-HQ-OPPT-2015-0084のTSCA（有害物質

規制法）ワークプランのリスクアセスメントに対する米国化学

工業協会のコメント 
 

I. 
序文：

  

米国化学工業協会（ACC）1
は、2016年3月8日に、連邦公報で発表された1-ブロモプロ

パンに対するドラフト化学リスクアセスメントに対してコメントする機会に感謝する。

ACCは、有害物質規制法（Toxic Substances Control Act；TSCA）の下でワークプラン評

価対象化学物質（Work Plan Chemical）プログラムに基づいて実施されたものを含めて、

環境保護庁（EPA）により実施されるリスクアセスメントに対し長年にわたり強い興味

を持っている。 

 

ACCは、ワークプラン評価対象化学物質プログラムでEPAが取っているおおよその方

向性に同意している。それは、さらなるレビューのために化学物質に優先順位を付け、

規制措置が当然であるかどうかを検討するために使用されるターゲットを定めた評価

を実行するというものである。一般にACCは、このタイプの手法が、いくつかの重要

で基本的な改善により、既存の商業目的の化学物質を効率的にEPAが評価できるように

するということに同意する。  

 

ACCは、EPAに対して、ワークプラン評価対象化学物質の具体的使用および適用に関

連した潜在的リスクに焦点を当てた、ターゲットを定めた定量的評価を実施し、ヒト

の健康の評価に対して曝露マージン（MOE）を採用することを提言する。非発がんア

セスメントに使用されるMOEの手法は、EPAの農薬プログラム部（OPP）、欧州連合、

およびカナダで使用されている手法に一致し、透明性を向上する堅牢な方法であり、

基準値（参照濃度（RfC）または参照用量（RfD））2
を使用する手法よりも望ましい。

ターゲットを定めた定量的アセスメントおよびMOEの使用は、そのリスクアセスメン

トにおいてEPAが講じる重要な措置である。これらの手法が正確に実施されるとき、

EPAは、自信を持って、最大の懸念の可能性を示す使用に対して、一貫してEPAの資源

を集中させることができる。 

 

 
1 
米国化学工業協会（ACC）は、化学事業に従事する主要企業を代表している。ACC のメンバーは、

化学の技法（science of chemistry）を応用して、人々の生活をより良く、より健康に、より安全にす

る革新的製品およびサービスを作り出す。ACCは、主要な公共政策問題、ならびに健康・環境の研

究および製品試験に対応するように設計されている良識的擁護であるレスポンシブルケア

（Responsible Care®）を通じて、環境、健康および安全の成果の向上に取り組んでいる。化学事業

は、8010億ドル規模で、国家経済の主要な要素である。それは米国最大の輸出産業の1つで、米国の

全輸出の14%を占めている。化学企業は、研究開発への最大級の投資家である。安全性およびセキ

ュリティは、ACCメンバーの主要関心事であり、政府機関と緊密に協力してセキュリティを改善し、

国の重要なインフラに対するいかなる脅威からも防御する取り組みを強化している。  

 
2 
ACCは、これらのアセスメントに対してMOEの使用を選んでいる。基準値が使用されるとき、基

準値は、リスクマネージャーにすぐには分からない不確実性因子という形で、科学的政策判断を組



 

 

み込む。MOEアプローチを使用するとき、リスクマネージャーは、曝露される集団、懸念対象のエ

ンドポイント、証拠の強さ、ならびに、不確実性因子にしばしば組み込まれているがリスクマネー

ジャーにはすぐにはわからないその他の主要な因子を考慮して、曝露レベルと影響レベルの間の差

異が適切かどうかを、より明確に判断できる。  

 

 

II. 
エグゼクティブサマリー：

  

ACCは、1-ブロモプロパンの全体的なリスクアセスメントを改善し、この化学物質に関

連したリスクを評価する科学的に厳密な手法を確保するために、いくつかのコメント

および提案を行う。さらに、セクションIVでは、ACCは、ピアレビューに課す質問（peer 

review charge question）を改善するための具体的指示を特定する。AACにより特定され

た主要な問題は、以下のとおりである。  

� 1-ブロモプロパンリスクアセスメントは、精緻化されたリスクアセスメントではな

く、スクリーニングレベルリスクアセスメントに一致する方法を使用しているので、

精緻化されたリスクアセスメントをドラフトアセスメントの結論に反映させなけ

ればならない。EPAは、業界と協力して、ドラフト1-ブロモプロパンのドラフトリ

スクアセスメントを精緻化することが望ましい。  

� EPAのリスクアセスメントは、科学的に正当なアセスメントにとって重要な「最善

の科学（best science）」手法を利用できていない。最善の科学手法を使用できない

ということは、EPAの1-ブロモプロパンのリスクアセスメントにおける重大な不備

である。ベンチマークドースモデリング（benchmark dose modeling）、非発がんお

よび発がんリスクアセスメント、およびリスクアセスメントの曝露アセスメント構

成要素に関連した具体的コメントが、以下のコメントで提供されている。  

� 研究の質、関連性、信頼性の体系的レビューが、アセスメントから抜け落ちている

ので、EPAの決定を十分にレビューして評価するために、それらを含めなければな

らない。使用されている各研究の体系的評価は、科学的に正当なアセスメントの必

須部分である。  

� 1-ブロモプロパン曝露アセスメントは、時代遅れであり、職業集団および消費者集

団における現在の曝露を反映していない。ACCは、EPAが業界と協力して、1-ブロ

モプロパン曝露アセスメントを精緻化および更新することが望ましいと考える。  

� EPAは、データセットに、ベンチマークドースモデリングを適用するときに行われ

る決断の科学的根拠を十分に説明できていない。リスクアセスメントには、使用さ

れているベンチマークドースモデリングプロセスの十分な追加の議論および説明

を組み込むことが望ましい。モデリングの詳細な議論がなければ、リスク査定者は、

特定のモデリングのアウトプットおよび決定の有効性を判断できない。  

� EPAは、発達毒性に関するEPA固有のガイダンスを検討できておらず、母体毒性が

存在した研究のエンドポイントおよび用量に依存している。EPAは、このエンドポ

イントが、母性毒性を踏まえて適切である理由を議論できていない。さらに、EPA

は信頼すべき研究を選択するとき、研究の質を考慮することについて、はっきりと

述べていない。  

� EPAは、非常に保守的なベンチマークドースモデリングの反応レベルを使用してい

るが、その選択根拠を説明していない。EPAは、それがEPA固有のガイダンスに従

っていることを示しており、しかも、2つの引用されている文書のレビューが、EPA



 

 

のガイダンスに含まれている推奨事項と、EPAが実際に1-ブロモプロパンのリスク

アセスメントで行ったことの重大な違いを明らかにしている  

� 1-ブロモプロパンのリスクアセスメントにおける遺伝毒性の議論は不完全である。

すべての利用可能なデータを含む証拠の重み（weight-of-evidence）アセスメントは、

遺伝毒性が、全身吸入により1-ブロモプロパンに一生涯曝露された齧歯類での腫瘍

誘導に対する作用機序（mode of action）ではないことを示す。ACCは、利用可能な

データに基づき、がんに対する作用機序は未知であるという1-ブロモプロパンのド

ラフトアセスメント内のEPAの声明に同意する。 

� 雌性マウスの肺腫瘍は、1-ブロモプロパンのヒトのがんリスクアセスメントとは関

連がない。EPAは、リスクアセスメントを精緻化し、2014年のEPAの化学的に誘発

されたマウスの肺がんに関する科学的現状のワークショップ（2014 EPA 

State-of-the-Science Workshop on Chemically-induced Mouse Lung Tumors）で議論され

たように、このタイプの腫瘍に関連したデータを検討するべきである。 

 

 

III. 
アセスメントの議論

:  

ACC は、エグゼクティブサマリーで列挙された各ポイントを以下で詳しく説明する。  

 

A.  1-
ブロモプロパンリスクアセスメントは、精緻化されたリスクアセスメントでは

なく、スクリーニングレベルリスクアセスメントに一致する方法を使用しているので、

精緻化されたリスクアセスメントをドラフトアセスメントの結論に反映させるべきで

ある
 

 

1-ブロモプロパンリスクアセスメントで説明されている手法は、一貫して、アセスメン

ト全体にわたり、ハザードと曝露の両方に関して、最悪ケースの想定およびハイエン

ドの想定を採用する。この非常に保守的な方法は、スクリーンレベルリスクアセスメ

ントに一致し、そこでは、潜在的リスクが過小評価されることがないように、健康保

護の想定が、ハザードと曝露を計算するのに採用されるパラメーターに使用される。

スクリーニングレベルのアセスメントは、リスクの正確な推定値を提供するように設

計されていない。スクリーニングレベルのアセスメントが、リスクの許容レベルを示

すとき、潜在的リスクが計算よりかなり低いので、EPAは、実際のリスクはしばしばか

なり低いか、おそらく存在しないということを強く確信している。ただし、スクリー

ニングレベルのリスクアセスメントが、健康または環境上の影響に対して潜在的な懸

念を示すとき、これは、実際のリスクがかなりのものであり、対処すべきであるとい

うことを意味するわけではない。むしろ、それは、リスクを計算する方法であり、よ

り現実的で正確なパラメーターを使ってリスク評価を精緻化すべきであることを意味

する

3
。その結果は、実際のリスクをより正確に定量化する精緻化されたリスクアセス

メントになる。したがって、スクリーニングレベルのアセスメントとは、さらに多く

の作業が必要であるか（MOEは十分でなかった）、または最悪ケースの想定を使用す

ることにより追加の作業は必要ないか（MOEは十分である）を判断するために、利用

可能なデータを「初見」することである。EPAは、このリスクアセスメントがスクリー

ンレベルアセスメントであるということをアセスメント全体にわたり述べることがで



 

 

きていないので、潜在的リスクに関して信頼できる、および／または現実的結論を下

すことができるようにするには、その前に精緻化しなければならない。 

 
3 この広く受け入れられているアプローチは、リスク評価に対するEPAの一般的手法に一致する。こ

れはおそらく、生態学的リスクアセスメントに関するEPAの2001公報で最も良く明確に述べられて

いる。そこでは「スクリーニングレベルの生態学的リスクアセスメント（SLERA）は、低い可能性

の不利なリスクを判断する際に高レベルの信頼度を提供し、予防的方法で不確かさを組み込んでい

るという点で、保守的なアセスメントである。SLERAが実際のリスクの確定的な推定値を提供し、

浄化目標を生成するように設計されておらず、また、そのようにも意図されておらず、一般的に現

場特有の想定に基づいていないことを強調しなければならない。むしろ、SLERAの目的は、必要性

を査定し、必要な場合は、詳しい、または「基本的な」生態学的リスクアセスメントを特定の現場

や施設に対して実施するのに必要な努力の程度を査定することである。したがって、懸念対象の汚

染物質の精緻化は、SLERAよりもむしろ基礎的リスクアセスメントで発生する。」と記載されてい

る。詳細は以下を参照。https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/slera0601.pdf. 

 

 

たとえば、EPAはエグゼクティブサマリーで「EPAはワークプランで科学物質のリスク

アセスメントを実施している。アセスメントがヒトまたは環境にとって許容できない

リスクを特定する場合、EPAは、リスクマネジメントを追求する。」と述べている。た

だし、最悪ケースのシナリオを実施した後のリスクマネジメントの追求は、適切では

ない。代わりに、1-ブロモプロパンのMOEが不合理であるとわかった場合に、そのよ

うな曝露に対して、アセスメントの精緻化を最初に追求すべきである。   

 

スクリーンレベルと精緻化されたリスクアセスメントの間の区別の重要性は、EPAの

「リスクアセスメントの主要な結論（Main Conclusions of this Risk Assessment）」で明ら

かである（25ページを参照）。EPAは、がんのリスクを議論し、1-ブロモプロパンを含

む接着スプレーの使用に対して、1から100の範囲でリスクを説明する。ただし、ハザ

ードを定義するのに時代遅れの曝露データならびに問題のある齧歯類のがんデータの

使用により、ここで説明するべきEPAの結論は、リスクの大きさを理解するために、が

んリスクアセスメントを精緻化する必要があるというものになる。 

 

さらに、1-ブロモプロパンに対するヒトの健康リスクの特徴のパート4に含まれている

EPAの議論は、EPAの固有のリスク特性化ハンドブック（EPA, 2000）4
との整合性がな

い。1-ブロモプロパンリスクアセスメントのパート4で、EPAは、95パーセンタイルに

対する調査結果のみを提示している。それとは対照的に、EPAのハンドブックは、40

ページで、「アセスメントは、目標母集団のメンバーが受けた用量の、結果として生

じるばらつきに対応すべきである。個々の曝露、用量、およびリスクは、大きい母集

団では大きく変動する可能性がある。中心傾向とハイエンドの個々のリスク記述子が、

母集団全体にわたるリスクの分布をもたらす曝露、ライフスタイル、およびその他の

要因の変動を捕捉する」と述べている。 

 

4 EPA, 2000. Science Policy Council Handbook: Risk Characterization. Office of Science Policy. Office of 

Research and Development. EPA 100-B-00-002. December.  

 

さらに、ナショナルアカデミーズが、2014年にハザード値に対する予想中央値を提供



 

 

する重要性を繰り返し述べた

5
。EPAのドラフトアセスメントにおけるリスク特性化に

関するセクションは、リスクの中心傾向推定値を提供していない。利用可能なリスク

推定の全範囲を提供できないことにより、リスクマネージャーは、データおよび調査

結果を完全かつ十分に理解できないことになる。この重要な情報は、用量反応を実行

するときだけでなく、最終リスク特性化セクションでも提供しなければならない。中

心傾向を議論できないこと、および95パーセンタイルの反応のみを提示することが、

スクリーニングレベルアプローチと一致する。 
 

スクリーンレベルリスクアセスメントおよび精緻化されたアセスメントの間の重要な

違いの重要性を示す別の例は、アセスメントのエグゼクティブサマリーに見られる（24

ページを参照）。ここでは、EPAが「不利な発生効果に対する懸念が、最大限のリスク

を示すエアゾールスプレークリーナーおよび油性洗浄剤での1-BP利用がある、すべて

の急性消費者曝露シナリオに対して特定された（すなわち、MOEが、ベンチマークMOE

の100未満だった）」と述べている。ただし、スクリーンレベルリスクアセスメントで

の最悪ケースの想定の使用に基づいて、十分なMOEが達成されない場合、これは、リ

スクがあることは意味しない。代わりに、正確に引き出される結論は、十分なMOEが、

最悪ケースの、精緻化されていない想定に基づいて達成されなかったので、アセスメ

ントは、実際の懸念が存在するか、存在しないかを理解するために精緻化すべきであ

るということである。 

 

1-ブロモプロパンリスクアセスメントが、スクリーンレベルリスクアセスメントに一致

した手法を採用すると、EPAは、特定された潜在的リスクを誇張することによる混乱や

誤解を避けるために、ドラフトリスクアセスメントで引き出された結論を非常に注意

深く説明しなければならない。さらに、ACCは、EPAが、アセスメントを終了し、リ

スクマネジメントの測定値を検討する前に、現在のリスクアセスメントを業界からの

参加者と一緒に精緻化することを強く提言する。 
 

 

5 http://www.nap.edu/catalog/18764/review-of-epas-integrated-risk-information-system-iris-processを参照。 

  

 

 

B. EPA
のリスクアセスメントは、科学的に正当なアセスメントにとって極めて重要な

「最善の科学」手法を利用できていない
  

 

EPAの1-ブロモプロパンアセスメントは、科学的情報の評価および統合に対して現在の

「最善の科学」手法に適合しない方法を使って、既存の科学的情報に矛盾した基準を

適用する。たとえば、各研究の品質の体系的評価（関連性と信頼性を含む）が不可欠

であるが、EPAはリスクアセスメントの重要な分野（たとえば、遺伝毒性、発達毒性）

で、このレビューおよび評価を含んでいない。1-ブロモプロパンに対するハザードと曝

露を評価するとき、EPAは、単に、最低の出発点（POD）または最高の曝露推定値を生

成する研究ではなく最高品質の研究に依存することが重要である。ただし、EPAは、毒

性の各エンドポイントに対して最低用量を一貫して選択し、利用可能な研究の質に関

してまったく議論することなく、1-ブロモプロパンアセスメント全体にわたる最低の全



 

 

体的なエンドポイントの使用からの結果に基づいて結論を導いた。ただし、表に含ま

れているいくつかの大雑把な声明の例外がある

6
。 

 

EPAは、利用可能な研究に、証拠の重み（weight-of-evidence）アプローチを適用するこ

ともできていない。 1-ブロモプロパンのアセスメントで、EPAは、生殖毒性および発

生毒性、および発がん性のような特定された危険に対する複数の研究を行った。EPA

には、検討すべき複数の曝露研究があった。利用可能な複数の研究があるとき、唯一

の科学的に正当な手法は、スクリーンレベルリスクアセスメントを使う場合でも、研

究の特性を検討し、どの研究がより高い質であるかを判断することによって研究に重

み付けをし、アセスメントにより大きな重み付けを与えるべきである。1-ブロモプロパ

ンリスクアセスメントにおいて、証拠の重みアプローチを採用できないことにより、

導出できる結論が著しく制限される。この欠陥は、このドラフトリスクアセスメント

で使用されるプロセスが、リスクの現実的評価をもたらすことができないスクリーン

レベルアセスメントであるとして、EPAが明確に定義すべきであるという事実を強調す

る。 

 
6 たとえば、ドラフトアセスメントの120ページで、EPAは明確に述べている。「EPA／OPPT（汚染

防止有害物質部）は、以下に基づいた非がんに対する急性または慢性リスクを推定するために曝露

マージン（MOE）を使用した。1. 文献で報告されている各健康影響分野内で最低のHEC…」 
 

 

 

 

 

 

C. EPA
は、研究の質、信頼性および関連性の体系的レビューを含めることができなか

った
  

 

各研究の質（関連性および信頼性を含む）の体系的評価は、科学的に正当なリスクア

セスメントプロセスの必須の部分である。ハザードと曝露の両方を評価するとき、EPA

が、単に最低の出発点または最高の曝露推定値を生み出す研究ではなく、最高の質の

研究に依存することが重要である。EPAは、オープンで透明なプロセスを通じて、比較

および評価が可能な、一貫性のある科学的に健全はアセスメントを促進する明確な手

順および手続きを策定すべきである。  

 

残念ながら、EPAは表3-1で適切と考えられている吸入エンドポイントを識別している

一方で、個々の研究の質に関する情報を提供できていない。附属書Mは、いくつかの質

の検討事項を特定している。しかしながら、EPAは、個々の研究の質のレビューから得

た独自の調査結果に関する情報を提供していない。どのように検討事項が適用され、

何が「高品質」（100ページで言及）または「良品質」（113ページで言及）の研究を

構成するかを説明する情報が提供されていない。科学的証拠の評価は、個々の研究の

質を評価するため、明確な基準の透明性のある適用で開始すべきである。各関連研究

を適用可能な基準に照らして比較する方法を説明することなく、いくつかの検討事項

を言及するだけでは、透明性もなく十分でもない。堅牢な評価がなければ、低い質の

研究に対し、全体的なアセスメントにおいてあまりに大きな重み付けが与えられ、欠



 

 

陥のある評価をもたらす可能性がある。EPAは、（120ページで、EPAが実施したこと

を述べているような）単に最低の出発点を生み出す研究ではなく、最高の質の研究に

依存することが非常に重要である。EPAがそのような評価を実施している可能性はある

が、EPAは、評価が実施され基準が使用される方法に関して透明性を持つべきである。

EPAは、評価が実施され、基準が使用された方法に関して透明であるべきである。ACC

は、EPAがこの情報を最終リスクアセスメントに含めて、データの質に基づいて選択し

たエンドポイントの証拠に基づいた決定を提供することを強く提言する。1-ブロモプロ

パンのこのアセスメントは厳密にはスクリーンレベルアセスメントであることをEPA

が認識していない限り、単に最低値を選択することは適切ではない。  

 

 

 

 

 

D. 1-
ブロモプロパン曝露アセスメントは時代遅れであり、職業集団および消費者集団

での現在の曝露を反映していない
  

 

EPAの1-ブロモプロパンのドラフトリスクアセスメントは、接着スプレー、ドライクリ

ーニング（スポットクリーニングを含む）、および脱脂（蒸気、コールドクリーニン

グ、およびエアゾール）を含めた、懸念のある職業上の利用を特定した。1-ブロモプロ

パンに対して特定されている懸念のある消費者の利用には、エアゾール接着スプレー、

エアゾールスポットリムーバー、エアゾールクリーニング、および脱脂製品が含まれ

ていた。EPAは、利用可能なデータおよび使用されたモデリング手法に関連したいくつ

かの不確かさを（24ページで）説明した。「曝露監視データを収集するために使用さ

れた現場はランダムに選択されなかったので、そこに報告されているデータは、すべ

ての曝露シナリオを代表するものでない可能性がある。さらに、必然的に、曝露モデ

リング手法は、すべての使用シナリオには適用できない知識ベースの想定を採用した。

利用規範および工学的制御における現場固有の違いが存在するが、多くは知られてい

ないので、これは、EPA/OPPTがアセスメントで定量化できなかった別の変動原因を表

す。消費者曝露は、消費者製品を査定するのに使用できる監視情報がないため、モデ

リング手法に基づいて推定された。さらに、皮膚曝露を含めることができないことが、

全体的な曝露およびリスクの潜在的な過小評価をもたらす。」  

 

ACCは、EPAによって使用された曝露アセスメントデータは、2016年の職場／職業上

の曝露を代表するものではないと考える。ACCは、1-ブロモプロパンに対する職場の曝

露は、下流の用途の変化に基づいて急速に減少していると考える。アルベマール社が

スポンサーとなってグラディエント社により以前に実施された研究において（2016年5

月9日の1-BPドラフトTSCAワークプラン評価対象化学物質リスクアセスメントに関し

てEPAに提出されたアルベマール社のコメントを参照）、職場曝露は、いくつかの職業

部門、特にドライクリーニング業、接着スプレー業、および工業用金属洗浄業におい

て、減少が見られた。1-ブロモプロパンリスクアセスメントは、職場での1-ブロモプロ

パンの使用パターンの変化を考慮すべきである。  

 



 

 

消費者曝露のEPAのモデリングに関して、EPAは、E-FAST-2/CEMモデルを使用し、

「CEMは、ハイエンド入力パラメーター／想定を使用して、エアゾールスプレー製品

に対する保守的な上限の吸入曝露推定値を生成する」と述べている（74ページを参照）。

特に、消費者の行動パターンに関しては、EPAは（274ページで）、「デフォルトでは、

E‐FAST2/CEMは、使用情報が特定の製品に対して入手できないとき、さまざまな消費

者使用シナリオに対して事前設定された、ハイエンド値を使用する。このような状況

下では、モデルの結果は曝露を過大に予測する傾向がある。」と述べている。したが

って、EPA固有の了解により、EPAは消費者の曝露を過大に見積もっている可能性が非

常に高い。  

 

同様の過大評価は、職場曝露に関しても発生している可能性がある。たとえば、EPA

は（147ページで）「8時間のTWAの使用は「最悪ケース」または保守的な曝露推定値

を表すとは予期されていない」とコメントしているが、EPAは、附属書Hで反映されて

いるように、職業生活全体（40年間）にわたりこのレベルで個人が曝露されると想定

しているとは述べていない。範囲内の極限値のみを使用することにより、EPAは職場曝

露の平均値という意味合いを提供できていない。中心傾向推定値の使用は、特に生涯

平均の1日の濃度（LADC）に対して、より有効で有益であり、それは、単一の最高8

時間の時間加重平均（TWA）よりも、長期にわたる平均曝露濃度に基づくべきである。

中心傾向推定値を使用する精緻化された曝露アセスメントは、単なる最悪ケースシナ

リオとは対照的に、リスクの現実的な推定値を提供するため、すべての可能な曝露シ

ナリオに対して実施すべきである。  

 

EPAは、曝露の50パーセンタイル、および90パーセンタイルに関して、附属書Lで入力

値を提供しているが、EPAは、MOE導出に実際に使用された曝露値を明確に特定でき

ていない。95パーセンタイル値のみがアセスメントのリスク特性化セクションに提示

されているので、我々は、EPAが90パーセンタイル曝露推定値のみを使用したと想定し

なければならない。さらに、MOE計算を伝えるために使用されたアウトプットに対し

てACCがさらにコメントするには、その前に、この点に関するEPAからの明確な説明

が必要である。  

 

EPAが、推定曝露値およびモデル化されたデータと一緒に時代遅れの使用および曝露デ

ータに依存していることは、ドラフトリスクアセスメントで最悪ケースのシナリオを

表している可能性が非常に高い。EPAは、現在のドラフトリスクアセスメントが実際の

リスクを特定できず、むしろ、さらに精緻化が必要な曝露シナリオを特定することの

みが可能であることを明確にすべきである。EPAは、現在／より最近の曝露データを使

ってアセスメントを精緻化し、モデル化された曝露の範囲に対して推定値を提供すべ

きである。   

 

E. EPA
は選択に対する論理的根拠を説明することなしに、非常に保守的なベンチマー

クドースモデリングの反応レベルを使用している
 

 

EPAは、1-ブロモプロパンデータセットに適用される用量反応アセスメントに対する



 

 

NOAEL/LOAELおよびRfD/RfC方法よりも、ベンチマークドース（BMD）モデリングを

使用している。EPAは、アセスメントの100～101ページで、発生エンドポイントが重症

度の増加を示すとき、ベンチマーク反応（BMR）の選択に関して、1991 EPAガイダン

ス（EPA, 1991）7
 および2012 BMDテクニカルドキュメント（EPA, 2012）8 に従うこと

を述べている。ただし、両方のガイダンス文書のレビューは、ガイダンスが提言する

ことと、EPAが実際に1-ブロモプロパンリスクアセスメントで実行したことの間の重要

な違いを明らかにする。 

 
7
 EPA, 1991. Guidelines for Developmental Toxicity Risk Assessment. Published on December 5, 1991, 

Federal Register 56(234):63798-63826.  
8
 EPA, 2012. Benchmark Dose Technical Guidance. Risk Assessment Forum. EPA/100/R-12/001. June  

 

たとえば、1991ガイダンス文書は、BMDモデリングの使用に言及するが、発生毒性デ

ータセットでの使用は有効でないと述べている。2012テクニカルドキュメントは、量

子データセット用のBMDモデリングの使用が精緻化され、EPAは量子データセットの

使用に関する特定のガイダンスを提供しているが、EPAは連続データセット用の手法の

使用は簡単ではないということを述べている（ガイダンスの20ページを参照）。  

 

さらに、2012年テクニカルドキュメントの19ページ、セクション2.2、ベンチマーク反

応（BMR）レベルの選択で、EPAは「BMRの選択には、データセットの統計的および

生物学的特性、およびその結果として生じるBMD/BMDL（ベンチマークドース／ベン

チマークドースの信頼区間下限値）が使用されることになる用途に関する判断を行う

ことが含まれる。EPAは、ほとんどの用途（たとえば、参照用量または相対強度係数の

計算）に対してBMDモデリングを使用するために、反応レベル、またはBMRの選択を

判断するのを助けるガイダンスを現在有しておらず、そのようなガイダンスはこの文

書の範囲外である」と述べている。1-ブロモプロパンアセスメントでのBMRの選択の

ための正当化に関するEPAの透明性の欠落は、EPAの判断に対する根拠を理解すること

を事実上不可能にする。EPAがそのガイダンスに従ったことでは十分でないことに注意。  

 

BMRの選択は、提示されているMOEの計算に重要である。したがって、BMRに対して

特定の非常に保守的な選択が行われた理由に関する追加の詳細は、提供されている詳

細レベルが不十分な場合、EPAの結果を解釈する方法を理解し、最悪のケースのように

見える提示されているリスクが、実際に最悪ケースであるかどうかを理解するのに非

常に重要である。たとえば、EPAのBMDモデリングは、いくつかの事例で、齧歯類で

1%の反応を表す（表Apx P-2を参照）。このレベルは、POD（出発点）を求めるために、

観測可能な影響の範囲（通常10%）内でのみモデルを使用すべきであるということを述

べているEPAのガイドラインに一致しない。EPA 2012 BMDテクニカルドキュメントの

20ページで述べられているように「反応が生態学的に有意であるとみなされる場合、

研究によって、反応が対照反応から統計的に大きく異なるとして検出できるので、BMR

は、反応に対応する必要がないことを認識することが重要である。」非常に低い反応

レベルが選択されている場合（一部の事例では5%）、EPAはそのような反応レベルが

生態学的に有意であり、不確かさ要因の適用に伴い、NOAEL（無毒性量）／LOAEL（最

小毒性量）法より優れている理由の議論を提供すべきである。  



 

 

 

F. EPA
は、発生毒性リスクアセスメントに関する固有のガイダンスを検討できていな

い
  

 

EPAは、発生毒性研究およびリスクアセスメントに関するガイダンスを作成している

（EPA, 1991）9
。そのガイダンスでは、EPAは、母体毒性を踏まえて、胎児および子の

研究データの解釈を議論する（EPA, 1991の18～19ページを参照）。1-ブロモプロパン

リスクアセスメントでは、EPAは、妊婦に対する急性毒性のBMDL（117ページを参照）

を導出するために、WIL（2001）研究として知られているラット繁殖研究からの研究デ

ータに依存している。WIL（2001）研究（107ページ参照）では、Sprague-Dawleyラッ

トが、第一世代の同腹児に対して、100～500 ppmのレベルで、1日当たり6時間、交配

中、交配期間中、妊娠日数20日まで、1-ブロモプロパンに吸入曝露によってさらされた。

別の研究であるHuntingdon（2001）（315ページでEPAにより引用）では、Sprague-Dawley

ラットは、103、503または1005 ppmのレベルで、1日当たり6時間、妊娠日数6～19日ま

で、1-ブロモプロパンに吸入曝露によってさらされた（315ページ参照）。Huntingdon

の研究では、同腹児数に影響はなく、WIL（2001）で観察されたように、着床前と着床

後の胚死亡率にあまり影響はなかった。実際に、この研究で、児動物で唯一報告され

た毒の影響は、母体毒性の存在下で見られた非特異的影響（non-specific effect）だった。

比較すると、WIL（2001）は、母体毒性の兆候とも関連した曝露レベル（500 ppm）で

のみ生存同腹児数に、統計的に有意な影響を報告した。したがって、発生毒性リスク

アセスメントに関するEPAガイダンスを使って、1つは生殖毒性研究（WIL, 2000）、も

う1つは発生毒性研究（Huntingdon, 2001）の両方のGLP（優良実験室規範）品質のラッ

ト研究からのデータは、EPA固有のガイダンスで議論されているように、母体毒性デー

タを踏まえて解釈すべきである。しかも、EPAは、1-ブロモプロパンのドラフトリスク

アセスメントで、そのような研究データの議論を提供できていない。 

 
9 EPA, 1991. Guidelines for Developmental Toxicity Risk Assessment. Published on December 5, 1991, 

Federal Register 56(234):63798-63826.  

  

 

G. 
生殖毒性ハザードアセスメントに対して、

GLP
品質データの代わりに非

GLP
研究デ

ータを使用することが十分に説明されておらず、リスクアセスメントのエラーに対し

て修正が必要である
  

 

EPAは、1-ブロモプロパンのハザードの1つとして、ドラフトリスクアセスメントで、

生殖毒性を特定する。表3-1で示すように、EPAは、ハザードアセスメントと、非がん

用量反応アセスメントに使用された利用可能なデータを特定する。非発がん影響に対

するリスクアセスメントでのEPAにより特定され使用される主要な研究には、WIL 

Research（2001）および日本のグループ（市原その他 (2000b)）によるガイドラインGLP

（優良実験室規範）研究が含まれる。EPAのリスクアセスメントにおけるこれら2つの

研究の使用についての注意深いレビューは、生殖毒性の用量反応アセスメントに関す

るWIL研究に対する市原研究の使用に疑問を投げ掛けるいくつかの重要な食い違いを

識別した。  



 

 

 

市原ら（2000b）の研究は、動物が全身吸入曝露にさらされた場合のみ、雄のWistarラ

ットで実施された非GLP調査研究である。EPAに利用可能な研究の詳細のみが、出版そ

のものからの詳細だった。EPAのアセスメントの附属書Oで、それは、この研究は「GLP」

研究になるように言われているが、この結論は、公表論文のみに基づいている。した

がって、EPAはこの研究に対する主要な品質懸念を誤って述べた。結果として、市原ら

の研究は、別のGLPガイドラインの生殖毒性研究、すなわちWIL（2001）と比べると堅

牢ではない。  

 

別のエラーが表3-4に存在し、そこでEPAは、1-ブロモプロパンに対する非発がん影響

に対し、最低のヒト等価濃度（HEC）を特定する。表のその記入は、生殖器系毒性を

裏付ける証拠として、WIL（2001）研究を誤って特定している。すなわち、表3-4に提

示されたデータは実際に、WILの研究ではなく、市原ら（2002b）の研究に実際に関連

している。これらの2つのエラーが、EPAにより行われた研究評価の質を疑問視させ、

1-ブロモプロパンに対するリスクアセスメントに対するこれらの研究の重要性を考慮

すると、アセスメントを修正する必要がある。  

 

1-ブロモプロパンアセスメントに対して、WIL（2001）として知られているより堅牢な

生殖研究よりも、市原らの研究（2000b）を使用することは、市原研究が明らかに低い

NOAEL（無毒性量）を持っていること以外、十分に議論されていない。市原研究は、

200から800 ppmにまで及ぶ1-ブロモプロパンの曝露を試験し、生殖影響として特定され

たNOAELレベルはなかったことを報告した。代わりに、市原らは、絶対的および相対

的精嚢重量の減少に基づいた200 ppmのLOAEL（最小毒性量）を報告する。ただし、

WIL 2001研究は、100 ppmから750 ppmに及ぶレベルに曝露されたSprague-Dawleyラット

で実施された全身吸入曝露研究であり、250 ppmの1-ブロモプロパンのNOAELを特定し

た。500 ppmのLOAELは、運動精子のパーセンテージの減少と発情周期の長さの増加に

関連していた。WIL研究は、250 ppmまでの1-ブロモプロパンの曝露で、精嚢エンドポ

イントで有意の影響は見られなかった。精子パラメーターへの影響は、毒性に関する

より感度の高い測定であり、2001 WIL研究で観察されたように、生殖器への影響（EPA, 

1996）10
において生物学的に関連した変化に一般的に関係していることに注意すること

も重要である。Wistarラットが、米国での化学的毒性試験に使用されている標準株

（standard strain）でないという事実を踏まえて、株特有の違いの可能性は排除できなか

った。EPAのリスクアセスメントは、非GLP研究の方を選んだために、より堅牢なGLP

研究が排除された理由を説明すべきである。  

 
10 EPA, 1996. Guidelines for Reproductive Toxicity Risk Assessment. Published on October 31, 1996, Federal 

Register 61(212):56274-56322.  

 

市原ら（2000b）による非GLP研究の代わりにWIL（2001）の生殖毒性研究を使用して、

1-ブロモプロパンリスクアセスメントで使用するためのPOD（出発点）を選択すること

は、（上述のとおりに必要となる）1-ブロモプロパンリスクアセスメントの曝露アセス

メント構成要素に対する精緻化がなくても、生殖エンドポイントに基づいた成人労働

者に対するMOEの4倍の増加（53 ppmのヒト等価濃度（HEC）と比べて、200 ppmのHEC）



 

 

をもたらすことを強調することも重要である。 

 

 

H. 
生殖および発生毒性データセットの

EPA
のベンチマークドースモデリングは、

EPA

ガイダンスに一致せず、ガイダンスから逸脱した決定が十分に説明されていない。
  

 

ACCは、生殖毒性エンドポイントに関して先にコメントしているとおり、成人男性で

の非発がん影響のリスクを評価している。ACCは、成人男性および妊婦に対する、急

性および慢性曝露シナリオに対する非発がんリスクアセスメントに適用されている、

EPAによるBMDモデリングでのWIL研究データの使用をレビューし、追加の不一致を

特定した。ACCは、EPAが、両方の毒性のエンドポイント（すなわち、生殖および発

生エンドポイント）に適用する、1-ブロモプロパンリスクアセスメントで行われたモデ

リングおよびデータ選択／決定について、十分に説明していないことを懸念している。

上記のコメントに一致して、ACCが特定した主要な問題は、BMDモデリングに対する

BMRレベルのEPAの選択、および現在のEPAのテクニカルガイダンス（EPA, 2012）11

とのEPAの選択の整合性の欠落に関係している。  

 

11 EPA, 2012. Benchmark Dose Technical Guidance. Risk Assessment Forum. EPA/100/R-12/001. June 

 

1-ブロモプロパンに対するEPAのドラフトリスクアセスメントの102および103ページ

で議論されているとおりに、EPAは、ヒトの急性および慢性曝露に対する発生エンドポ

イントの重症度に対応するため、「5%のBMR」を使用することを示す。選択されてい

るエンドポイントは、ラットでのWIL 2001研究からのもので、F1世代の出産後0日（誕

生）で、「生存同腹児数の減少」として説明された（表3-1、107ページ）。このエンド

ポイントが、連続エンドポイントならば、EPAの2012テクニカルドキュメントは、対照

群の平均値から標準偏差1つ分（1SD）のBMRが提言されていることを示す（EPA, 

201212
）。EPAは、選択されたBMRに対して正当化理由を常に提供すべきであることも

述べている。2012テクニカルドキュメントは、より厳しい影響に対して0.5SDを使用で

きることも示しており（ここで0.5SDは、量子的データセットに適用されるように5% 

BMRに対応すると想定されている）しかも、そのような判断の根拠を、リスクアセス

メントで議論すべきである。興味深いことに、ここでは5% BMRに等しいと想定されて

いる、0.5 SDレベルの使用のためにEPAによって提供された裏付けは、1995年（Kavlock, 

1995）の論文からのものである13
（1-ブロモプロパンリスクアセスメントの323ページ

を参照）。ただし、Kavlockの論文は、発生毒性エンドポイントに対するBMR選択の有

効性の分析で指摘することにより、BMR選択の問題に対応している。BMDの計算は、

同じ研究で観察されたNOAELに似た値を生成した（212ページの、1995年、Kavlockら

による右側のコラムを参照）。これは、EPAのBMR選択およびその結果としてのモデ

リングには当てはまらない。そこでは1SD基準以外の基準の使用が、WIL研究からの生

存同腹児数に対するNOAELとは非常に異なるBMDおよびBMDL値をもたらした（1-ブ

ロモプロパンリスクアセスメントの表Apx P-2の値を参照）。  

 
12

 EPA, 2012. Benchmark Dose Technical Guidance. Risk Assessment Forum. EPA/100/R-12/001. June (21

ページ).  



 

 

13
 Kavlock et al. 1995. Dose-response assessment for developmental toxicity. IV. Benchmark doses for fetal 

weight changes. Fund. Appl. Toxicol. 26:211-222.  
 

ACCは、表Apx P-2で、EPAが、SDの代わりに「相対偏差」を使用していることも指摘

する。「相対偏差」の使用は、2012 EPAテクニカルガイダンスによって言及または支

持されていない。したがって、ACCは1-ブロモプロパンアセスメントで、特に、現在の

ドラフトアセスメントでのモデリングの選択に対する議論が不足している場合、「相

対偏差」の使用の有効性を疑問に思っている。SDの代わりに「相対偏差」を使用する

という選択は、リスクアセスメントに大きな影響があり、EPAがこのエンドポイントを

信頼するつもりである場合は、追加の正当化理由が必要である。  

 

重要なことは、EPAにより1-ブロモプロパンリスクアセスメントのために引用された

Kavlockの論文が、BMRアセスメントの最初の段階は、どのような変化が生物学的に有

意であるとみなされるかを判断することであると述べており、BMDモデリングの有効

性に対するこの段階の重要性を強調している（1995年のKavlockらの「議論」の216ペー

ジを参照）。1-ブロモプロパンリスクアセスメントにおいては、生存同腹児数のどのよ

うな変化が生物学的に有意であるとみなされるについての根拠または議論がEPAによ

り提供されていない。  

 

ACCにより発行された文献の調査は、この問題に関する特定のガイダンスを識別する

ことに失敗した。発見したことは、上述のとおり、生存同腹児数のような継続的デー

タポイントである発生毒性エンドポイントのBMDモデリングは、一般的に、堅牢な発

生毒性研究がメタ分析で評価されたときと同じエンドポイントに対するNOAEL値に似

ているという事実に関する議論である（Kavlock, 1995; Kimmel, 199514; Allen. 199415
）。  

 
14 Kimmel et al. 1995. The application of benchmark dose methodology to data from prenatal developmental 

toxicity studies. Toxicol. Lett. 82/83:549-554.  

15 Allen et al. 1994. Dose-response assessment for developmental toxicity. III. Statistical models. Fund. Appl. 

Toxicol. 23:496-509.  

 

表Apx P-1（323ページ参照）に提示されている生存同腹児数に対する実際のデータおよ

び表Apx P-2（324ページ）のモデリングの結果の評価により、WIL研究データをモデル

化するという観点で行われた選択に対する十分な説明を、EPAが提供していないことは

明白である。たとえば、生存同腹児数データは、対照群同腹児数が、2.21のSDで、14.4

だったことを示す。これは平均値と対照群の平均値から標準偏差1つ分（1SD）を表す

値で、15%の差があったことを意味する。EPAによって使用される5%のBMR値は、0.72、

すなわち、同腹児当たり1匹未満の子ラットを表す。この値は、対照群が同腹児毎に異

なる、1匹よりもかなり多い子ラット数であることを考えると、生物学的関連性がない

ように見える値である。EPAは、データセットに対する5％ BMRとしての0.72という値

の生物学的関連性について、統計的議論でなく、科学的根拠のある議論を提供すべき

である。EPAが、2012テクニカルガイダンスからの手法を使用したとすると、 1SDを

表すBMRが適用され、それは基本的に、研究で特定された250 ppmのNOAELと同等で

あるBMDの推定をもたらす（表Apx P-2でEPA計算を参照）。さらに、100 ppmが研究

におけるNOAEL曝露レベルであったならば、158 ppmのBMDL1SDは、論理的意味合い



 

 

をなす。EPAは、1-ブロモプロパンリスクアセスメントで256 ppmおよび158 ppm以外の

BMDおよびBMDLの使用に対する論理的根拠を提供しなければならない。  

 

ACCは、256 ppmのBMDおよび158 ppmのBMDLの使用は、1-ブロモプロパンリスクア

セスメントに対して、少なくとも3倍高いHEC値の増加をもたらすことを指摘している。

発生毒性研究データに対するBMDモデリングの使用に関する2012テクニカルガイダン

スおよび出版物を考えれば、ACCは、「相対偏差」の不適切な使用を含めて、特に、

生存同腹児数0.7における非常に小さい変化の生物学的関連性の議論の欠如がある場合、

代替手法の使用に対する支持がないことがわかっている。  

 

 



 

 

I. 1-
ブロモプロパンの発がん性に対する作用機序を確立するにはデータが不十分であ

る
  

 

EPAドラフトリスクアセスメントは、「臭素は優れた脱離基であるので、1-BPは良質

のアルキル化剤となることが期待されている」と述べている。「4つの可能なメカニズ

ム、すなわち、遺伝毒性、酸化的ストレス、免疫抑制、および細胞増殖が提示されて

いる。」「1-BP発がん性に対する正確なメカニズム／作用機序は、明確には理解され

ていない。主要な分子事象を特定するには、より多くの研究（たとえば、臓器特異的

インビトロDNA付加物研究、酸化的ストレス）が必要である。」 （322ページ）。 

 

限定された毒物導体学データは、シトクロムP450（CYP450）を通じたグルタチオン

（GSH）抱合および酸化が、1-ブロモプロパンの代謝にかなり寄与していることを示し

ている。EPAによりドラフト1-ブロモプロパンリスクアセスメントで議論されているよ

うに（84ページ参照）、1-ブロモプロパンはヒトの体内に吸入されると、急速に吸収さ

れ、体から除去される。その化学物質の哺乳動物内での代謝作用には、(1) 臭化物イオ

ンの放出とメルカプツール酸誘導体の形成をもたらす、主にグルタチオンとの抱合、

および、(2) ヒドロキシル基、カルボニル基、スルホキシド基との代謝産物およびCO2

をもたらす、母材および代謝産物の酸化（シトクロムP-450による触媒作用）を含む。  

 

EPAによると、齧歯類研究において、20を超える代謝産物が特定または仮説として取り

上げられており、それには人尿で特定された4つの代謝産物が含まれている。グリシド

ールおよび酸化プロピレンは、反応中間体として特定され、上述のとおり遺伝毒性が

あると報告されている一方で、1-ブロモプロパンの遺伝毒性の可能性についての証拠の

重み（weight-of-evidence）アセスメントは、その化合物が非遺伝毒性である可能性が高

いことを示している。結果として、1-ブロモプロパンに対する具体的作用機序に対する

信頼に足る根拠はない。入手可能なデータに基づいた声明は、純粋な推論である。EPA

がドラフトリスクアセスメントで述べているとおり「1-BPの発がん性に対する正確な

メカニズム／作用機序は明確に理解されていない。主要な分子事象を特定するには、

より多くの研究（たとえば、臓器特異的インビトロDNA付加物研究、酸化的ストレス）

が必要である。」ACCは、ドラフトリスクアセスメントが改定されるとき、EPAがこ

れらの結論を明確にすることを提言する。  

 

メカニズム／作用機序に関して、EPAは繰り返しドラフトアセスメントで（403ページ

中、95、99、152、および322ページで、およびピアレビューパネルに課す質問16
の中で）

「酸化的ストレス、免疫抑制、および細胞増殖が、発がん現象の多段階プロセスを完

了するために相乗的に作用する可能性がある」と述べている。EPAは、この大胆な声明

に対する科学的裏付けを提供しておらず、この調査結果を何らかの1-ブロモプロパン実

験データに結び付けていない。これらの声明は、1-ブロモプロパンに対する変異原性作

用機序を支持しない。ACCは、EPAが、これらの声明を削除するか、または正当化の

理由を提供するためにより堅牢な科学的レビューを実施することを提言する。 

 
16

 The EPA/OPPT Work Plan Risk Assessment for 1-Bromopropane (1-BP)  
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J. EPA
リスクアセスメントにおける

1-
ブロモプロパンの潜在的遺伝毒性の議論は不完

全である
  

 

EPAの1-ブロモプロパンドラフトリスクアセスメントは、バクテリアを使った試験で、

遺伝毒性が肯定否定両面のある結果を示していることを示唆している。1-ブロモプロパ

ンは、揮発性物質を試験するために特別に設計された密室／デシケーターを使って解

析が実施されたとき（Barber et al., 1981）、ネズミチフス菌（S. typhimurium）株TA100

およびTA1535を使ったインビトロ研究で、用量依存突発変異原になると述べられてい

る。EPAのアセスメントで引用されているその他のエームス（Ames）試験は、変異原

性に対して陰性と識別されたが、EPAは、これらの陰性研究の主要な欠陥は、そのシス

テムが「閉鎖」系ではなく、「開放」系だったという事実にあると指摘した。ただし、

EPAによってドラフトリスクアセスメントで検討されていない、現在入手可能な追加の

エームス試験データがある（BioReliance, 2014）17
。この新しい研究は、Barberら（1981）

によって使用されている閉鎖系を再現したが、1-ブロモプロパンが、代謝活性があって

もなくても、インビトロで変異原性でなかったことを示した。これらのデータは、1-

ブロモプロパンの遺伝毒性に対する証拠の重み（weight-of-evidence）に影響するので、

EPAがアセスメントで検討するべきである。  

 
17

 研究スポンサーのアルベマール社は、この研究を、この協議事項に対するコメントの一部として

含めている（2016年5月9日付けのコメント）。  

 

エーム解析以外の解析で利用可能な遺伝毒性データに関しては、インビトロL5178Yマ

ウスのリンパ腫細胞解析も陽性だったが、細胞毒性を生み出すレベルでのみ変異頻度

の増加が指摘された。したがって、これらのデータは、1-ブロモプロパンの潜在的な遺

伝毒性に対する強力な証拠を提供しない。1-ブロモプロパンが遺伝毒性かもしれないと

いう唯一のその他のインビトロ解析は、非曝露労働者の静脈血からのヒト白血球を用

いたDNA損傷に関するコメット（Comet）解析だった。この解析では、遺伝毒性アセス

メントにおいて、研究結果の解釈に影響し、研究に対して与えられる重みに影響する、

いくつかの実験上の制限があった。まず、その解析は、S9フラクションを含んでいな

かった。S9フラクションデータがないと、インビトロで観察されるような代謝能の効

果が調査されず、証拠の重み（weight-of-evidence）アセスメントでのデータの有用性を

制限する。さらに、この解析では1人のドナーの白血球のみが使用され、陽性対照が含

まれていなかった。全体として、このコメット解析の質には問題がある。3つの小核試

験、2つの優性致死突然変異試験、および1つのインビトロコメット解析を含めて、す

べてのインビトロ変異原性研究が陰性だった。ACCは、1-ブロモプロパンに対する変異

原性作用機序に対する証拠の重みは存在しないと考える。EPAドラフトリスクアセスメ

ントは、新しいデータを反映し、変異原性作用機序の問題を再評価すべきである。  

 

K. 
雌のマウスの肺腫瘍は、ヒトのがんリスクアセスメントに対する関連性が限定され

ている
  

 

がんリスクアセスメントは、2年間の吸入によって1-ブロモプロパンに曝露された雌性



 

 

B6C3F1マウスの胞状／気管支線腫または（組み合わせた）がん腫の発生の増加に基づ

いた、EPAのリスクアセスメントで実施された（NTP, 2011）18
。この結果は、1種（マ

ウスのみ）に限定され、1つの性（雌）に限定された。マウスの肺腫瘍は、近年科学的

議論の対象となっており、これらの腫瘍と、ヒトのがんリスクアセスメントの関連性

について、かなりの調査および議論が行われている。EPAは、2014年に「化学的に誘発

されたマウスの肺がんの人健康評価への適用に関するワークショップ

（State-of-the-Science Workshop on Chemically-induced Mouse Lung Tumors）」19
を開催し

た。そのワークショップで、ヒトとの関連性の問題を取り扱うデータが提示された

（Daniel Krewski博士が提示）。国際がん研究機関（IARC）によって特定されている既

知のヒト発がん性物質の分析を実施し、ヒトと動物のデータの比較をした後、Krewski

博士は、ヒトとマウスの肺腫瘍の一致は「わずか」でしかなかったが、ヒトとラット

の肺腫瘍の一致はいささか良くて「中程度」とランクされたと報告した。したがって、

1-ブロモプロパンに対する陽性の肺腫瘍の結果は、雌性マウスのみに限定され、ヒトの

がん発生との相関がわずかでしかないことがわかっている齧歯種で発生した。ヒトと

の一致が欠けていることを、1-ブロモプロパンリスクアセスメントプロセスの一部とし

て検討すべきである。  
 

18 
NTP, 2011. NTP Technical Report on the Toxicology and Carcinogenesis Studies of 1-Bromopropane 

(CAS No. 106-94-5) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Inhalation Studies). (NTP TR 564; NIH Publication 

No. 11-5906). Research Triangle Park, NC.  
19

 http://www2.epa.gov/iris/mouse-lung-tumor-workshop  

 

マウスとヒトの肺腫瘍発生の間に一致がない理由を判断するため、EPAワークショップ

で研究者は、関係する可能性があるいくつかの要因を提示した。Gary Boorman博士（コ

ーヴァンス）によるプレゼンテーションで、ヒト対マウスの肺の病理が議論された。

Boormanは、以下を含むヒトとマウスの肺の間の、一連の潜在的に重要な違い、すなわ

ち、1)マウスの肺とヒトの肺の間の肉眼解剖学における違い、2)マウスの肺の上皮細胞

内のクララ細胞の優性、および 3) マウス、ラットおよびヒトの肺の間の代謝の違いを

説明した。これらの各要因は、マウスの肺腫瘍が、定量的がんリスクアセスメントお

よびヒトのリスクの予測には関連していないことを示している。このような問題は、

Albemarle（2016年5月9日付け）のコメントで詳しく説明されており、ACCは、それら

がマウスの肺腫瘍とヒトのがんリスクの間の関連性がないことの重要な裏付けを提供

すると考える。  

 

L.  1-
ブロモプロパンドラフトピアレビューに課す質問に関するコメント

  

EPAの科学諮問委員会の規範に従い、ピアレビューの議論が、課されている各質問に対

する活気ある議論で開始し、この議論の一部として利害関係者がコメントすることを

可能にすることをACCは提言する。ACCは、1-ブロモプロパンのドラフトピアレビュ

ーに課す質問に関するいくつかのコメントおよび懸念事項を有している。一般に、ビ

アレビューに課す質問案は、リスクアセスメントに重要な具体的で科学的な問題に関

する直接的意見を求めることができないことが多い。  

 

� 「ハザードおよび用量反応アセスメント」および「リスク特性化」セクションで、

EPAは、以下の主要質問を含むべきである。「我々は、利用可能であり、非発がん



 

 

および発がんアセスメントならびに急性および慢性リスクシナリオに対する主要

な重要エンドポイントの信頼に足る科学的にバランスのとれた証拠の重みの議論

を提示する、適切な重要GLP（優良実験室規範）研究を選択しただろうか？」  

 

� 質問2-1、2-3、2-4および3-1：EPAは、曝露モデリングおよびその後の計算で使用

されるインプットに関するコメントを、具体的に要求すべきである。 

 

� ハザードおよび用量反応に関して課す質問の導入では、証拠に対するEPAのレビュ

ーを議論する。EPAは、その計算が、個々の研究の質ではなく、最低のヒト等価濃

度（HEC）に基づいていたことを明確に述べ、この手法に対するコメントを要求す

るべきである。 

 

� 質問4-1：EPAは、それが実際にアセスメントを反映し、EPAの調査結果が適切か

どうかに関して確実にコメントが要求されるようにするため、この質問を改定すべ

きである。我々は、以下の代替の文言を提案する。  

 

「EPA/OPPTは、1-BP発がん現象が、利用可能なデータ／情報および証拠の重み

（WOE）全体に基づいた
可能性のある

異原性作用機序を通じて発生すると結論付

けました。がんハザードアセスメントが、ヒトのリスクアセスメントに対する動物

の腫瘍の関連性を十分に説明しているかどうか、そして、EPAは、提案されている

異原性作用機序に対応するため、すべての適切で重要な証拠の重み研究を使って、

証拠の重みを十分に説明しているか？についてコメントしてください。」  
 

� 質問4-2：この質問を組み立てる際に、EPAは選択したエンドポイントが最低のヒ

ト等価濃度（HEC）を持つエンドポイントであることを述べるべきである。EPAは、

この手法の科学的堅牢性に関するコメントを具体的に取得すべきである。  

 

� 質問4-3：EPAが以下の質問を追加することを提案する。「EPAは、適切な重要GLP

（優良実験室規範）研究をこの分析のために選択したか？」  

 

� 質問4-4：この質問は、EPAが標準化された「標準偏差」の代わりに、「相対偏差」

を使用することに関するコメントを明示的に要求すべきである。質問は、モデル平

均化手法だけでなく、BMRモデリングのあらゆる側面に関するコメントも要求す

べきである。  

 

� リスク特性化：リスク特性化に関して課す質問への導入セクションで、EPAは最初

のパラグラフの2番目の文で「EPA／OPPTは、急性または慢性曝露に対するMOE

を、適切な非がんPOD（出発点）および期間調整された推定曝露濃度に基づいて、

別個に計算した。」と述べている。我々は、「適切な」という用語の代わりに「
最

低の
」という用語を提案する。  

 

IV. 
結論：

  

結論では、ACCは以下の事柄をEPAに強く要請する  



 

 

� 1-ブロモプロパンのアセスメントは、スクリーンレベルのアセスメントであり、

アセスメントの焦点である職業および／または消費者用途に、不合理なリスクが

存在するかどうかを判断するために精緻化すべきである。  

� 1-ブロモプロパンのアセスメントを、アセスメントのあらゆる側面で「最善の科

学（best science）」手法、すなわち、ベンチマークドースモデリング、非発がん

および発がんリスクアセスメント、および曝露構成要素を使って精緻化する。  

� 改訂および精緻化されたアセスメントで使用される各研究の質、関連性、および

信頼性の体系的レビューを実施する。  

� 曝露アセスメントを、業界利害関係者の支援を受けて、職業および消費者両方の

設定で、現在のデータおよび情報を使って精緻化する。  

� 1-ブロモプロパンの精緻化されたアセスメントで、モデリングを生殖および発生

毒性データセットに適用するときに行った判断の科学的根拠を、十分に詳細に説

明する。  

� 発生毒性に関する固有のガイダンスを検討し、その結論のためによりどころとす

るエンドポイントを説明する。  

� 遺伝毒性に関するすべての利用可能なデータを検討し、データから結論を引き出

す際に、証拠の重み（weight-of-evidence）手法を適用する。  

 


