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年間吸入試験におけるマウスとラットの肺腫瘍形成の比較

 

 

緒言
 

 

1980年代初頭以降、米国国家毒性プログラム（National Toxicology Program：NTP）では、雌

雄のB6C3F1マウスに対する全身曝露および雌雄のF344/Nラットに対する鼻部曝露により、

吸入した化学物質または化学混合物の腫瘍形成能および発癌性が検討されてきた。げっ歯

類の肺発癌が職業曝露を受ける労働者の発癌リスクに持つ臨床的重要性を評価する試みを

進めるなかで、労働者と同じく吸入曝露によりラットおよびマウスに肺癌が発現するかど

うかという疑問が当然ながら持ち上がった。マウスおよびラットがともに特定の化学物質

の吸入により肺癌を発現するのであれば、その物質にヒトが同じように曝露した場合にリ

スクに曝されるのではないかという懸念が高まることになる。以下の解説で、化学物質の

吸入によりマウスとラットが呈する状態にどの程度の不一致があるかに関して、他の研究

者の所見を簡単に概観する。それに続いて、結果に不一致があるというこの問題に対する

著者らの最近の取り組みを紹介、考察する。 

 

マウスの肺癌とラットおよびヒトの肺癌との間にみられる不一致（文献レビュー）
  

 

NTP（Mooreら、2013）は、過去30年間にNTPが実施した全試験を対象に細気管支肺胞上皮

癌のレビューを実施し、雌マウスの方が雄マウスよりも（背景値に対する）同病変の発現

率が高いことを明らかにした。さらに、雌マウスは腫瘍に対する防御能または修復能が低

く、雄マウスよりも環境ストレスに対する感受性が高く、腫瘍反応が週齢依存性である可

能性を示唆している。このため、雌マウスの感受性の高さゆえに、この評価項目を用いる

とヒトの発癌反応が過大に予測される可能性が考えられる。 

 

また、NTPが使用したB6C3F1系統のマウスは肺胞ないし気管支の腺腫および癌の背景発現

率が高い（雄17.6～30%、雌6.0～11.6%）（Hasemanら、1998；Mooreら、2013）。 

 

2015年には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。」 



 

Pandiri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‐ブロモプロパン（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、米国環境保護庁（USEPA）の「化学的に誘導

したマウス肺腫瘍に関する最新科学ワークショップ（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。 

 

 

 

D. Krewski が作成した表 8 には、国際癌研究機関（International Agency for Research on 

Cancer：IARC）がグループ 1 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。 

 

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の「化学的に誘導したマウス肺腫瘍に関する最新科学ワークショップ」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 の「化学的に誘導したマウス肺腫瘍に関する最新科学ワークショ

ップ」で GA 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。 

 

 



 

 

GA Boorman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生

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。 

 



 

結論
 

 

2011年からNTPが実施した1件の2年間吸入試験では、1‐ブロモプロパンが「雌マウスにの

み」肺癌を引き起こすという結果となった。NTPが吸入による試験を実施した58種類の化合

物に関して、ラットとマウスとの間に肺腫瘍発現に対する感受性の点で大きな不一致がみ

られる。吸入経路による肺以外の解剖学的部位への腫瘍誘導という点でも、ラットとマウ

スとの間に不一致が認められる。また、遺伝毒性のない有機化合物のうち、オクタノール

／水分配係数が化学物質の細胞膜透過を促進するほどの数値で、Amesサルモネラ変異原性

試験の結果が陰性のものは、マウスにのみ肺腫瘍を引き起こしやすい。証拠の重みを踏ま

えると、「雌マウスにのみ」肺腫瘍の陽性結果が認められたという事実が職業曝露を受け

る労働者の発癌リスクに重要な意味を持つというはできないことがうかがえる。以上のデ

ータを総合すると、雌マウスの肺腫瘍を1‐ブロモプロパンに関するUSEPAリスク評価案の

主要入力パラメータとして用いるのが不適であることが示唆される。 

 



概要
 

 

1．7種類の化合物がラットおよびマウスの両方の肺に肺腫瘍を引き起こしたが、肺以外の

解剖学的部位に腫瘍を誘導することはなかった。この7種類の化合物は、テトラニトロメタ

ン、亜硝酸イソブチル、三酸化アンチモン、五酸化バナジウム、六価クロム化合物、Trim® 

VXおよび三酸化モリブデンである。このうち4種類が金属である。 

2．90%の信頼水準で、肺腫瘍を認めるも他の解剖学的部位には腫瘍を認めない確率がラッ

トよりもマウスの方が統計学的に有意に高い（7/58に対して15/58）。 

3．被験物質が肺腫瘍を引き起こさなかった場合に肺以外の部位に腫瘍を認める確率が、

10/58に対して34/58とマウスよりもラットの方がはるかに高い（結果をプールした場合、プ

ールしない場合ともにp < 0.0001）。 

4．ラットの肺以外に腫瘍が発現するも肺腫瘍は発現しなかった34件ではいずれも、化学物

質が金属ではなかった。 

5．マウスの肺以外の解剖学的部位に腫瘍を引き起こすも肺腫瘍は引き起こさなかった10種

類の化合物はいずれも、ラットでも同じ腫瘍発現パターンを示した。この10種類の化学物

質は、プロピレングリコールモノ‐t‐ブチルエーテル、プロパルギルアルコール、メチル

イソブチルケトン、ストッダード溶剤IIC、デカリン、フルフリルアルコール、テトラヒド

ロフラン、テトラフルオロエチレン、テトラクロロエチレンおよびプロピレンオキシドで

ある。 

6．マウスでは、Ames試験陰性の化学物質を吸入曝露した場合に肺腫瘍が発現する確率がラ

ットよりもはるかに高い。この差は統計学的に有意である（試験をプールした場合p=0.226、

試験をプールしない場合p=0.198）。 

7．Ames試験陰性の有機化合物のうち、オクタノール／水分配係数が細胞膜透過効率の高く

なる範囲のものは、マウスに肺癌を引き起こすことが多い（11種類の化合物）。Ames試験

陰性の金属化合物はラットに肺腫瘍を引き起こす可能性がある。Ames試験陰性でラットに

のみ肺腫瘍を引き起こした有機化合物は皆無である。 

8．吸入経路では、肺以外の器官にみる腫瘍誘導能に関してラットとマウスのデータの不一

致が著しい（16/58に対して0/58）。この差は統計学的に高度に有意であった（結果をプー

ルした場合、プールしない場合ともにp < 0.0001）。 

9．ラットおよびマウスの肺に腫瘍を誘導する作用がきわめて高い7種類の化合物のうち、5

種類が金属であった。 

 

緒言
 

 

NTPのウェブサイトには、ラットおよびマウスを用いて単一または近縁にある物質を検討し



た2年間吸入試験60件の結果が参考として掲載されている。この60件の吸入試験のうち2件

は「カドミウムおよびカドミウム化合物」と「ディーゼル排気微粒子」を対象に実施され

たものである。この2件の試験は個別の化合物に関する結果が欠如しているため、本分析か

ら除外した。 

 

本稿で分析する58件のげっ歯類2年間吸入試験ではいずれも、B6C3F1系統のマウスが使用さ

れている。この58件のうち55件では、ラットの系統としてF344/Nが採用されている。Trim® 

VXおよび三酸化アンチモンの吸入試験ではWistar Hanラットが使用された。アリルグリシ

ジルエーテルの吸入試験ではOsborne-Mendelラットが使用された。 

 

三酸化アンチモン、硫酸ニッケル六水和物およびリン化インジウムの3種類の化合物に関し

てはAmes試験のデータが得られなかった。三酸化アンチモンはコメットアッセイの結果が

陽性であったため、Ames試験陽性と同等の結果であると考えられた。 

 

げっ歯類の肺に良性腺腫が認められた場合にはほぼ、悪性の細気管支肺胞上皮癌も検出さ

れた。げっ歯類の肺に良性腺腫があると悪性の細気管支肺胞上皮癌が発現する前兆となる

以上、計算のためこの2つの腫瘍型は置き換え可能と考える慣行に従った。一部の試験では、

肺以外に腫瘍が発現した唯一の解剖学的部位が鼻腔であった。本分析では鼻腔を肺とは分

けて検討するが、この2つの解剖学的部位の間には微小解剖学的および生理学的な差がある

も両者の腫瘍形成能をまとめて考えることもできるという議論もあると思われる。 

 

本分析に選択バイアスが入らないようにするため、文献にAmesサルモネラ変異原性試験の

陽性結果が報告されている場合、NTPが実施した1件の2年間吸入試験で背景値に対して統計

学的に有意な肺腫瘍発現率の上昇がみられた場合にはいずれも、その通りに受け取った。 

 

結果
 

 

1．化合物がラット肺に腫瘍を引き起こしたが、肺以外には腫瘍を引き起こさなかった7/58

件を表Xに示す。この7種類の化合物のうち4種類が金属である。この7種類の化合物は、テ

トラニトロメタン、亜硝酸イソブチル、三酸化アンチモン、五酸化バナジウム、六価クロ

ム化合物、Trim® VXおよび三酸化モリブデンである。 

 

化合物がマウス肺にのみ腫瘍を引き起こし、肺以外には腫瘍を引き起こさなかった15/58件

を表Xに示す。この15種類の化合物のうち7種類が金属である。この15種類の化合物は、コ

バルト金属、テトラニトロメタン、硫酸コバルト七水和物、亜硝酸イソブチル、三酸化ア

ンチモン、五酸化バナジウム、六価クロム化合物、ビス（クロロメチル）エーテル、Trim® 



VX、酸化ニッケル、三酸化モリブデン、オゾン、塩化ビニリデン、ナフタレン、ジビニル

ベンゼン‐HPである。 

 

ラット肺に腫瘍を引き起こしたが、他の解剖学的部位には腫瘍を引き起こさなかった7種類

の化合物はいずれも、マウス肺にも腫瘍を引き起こしたが、肺以外の解剖学的部位には腫

瘍を引き起こさなかった。 

 

2．表Xをさらによくみると、吸入による試験を実施した化合物の34/58（58.6%）ではラッ

トに肺腫瘍を認めなかったが、肺以外の解剖学的部位に腫瘍が認められたことがわかる。

この34件はいずれも、化学物質が金属ではなかった。この34種類の化学物質は次のとおり

である。1,3‐ブタジエン、トリクロロエチレン、クメン、ジクロロメタン、イソプレン、

ニトロメタン、クロロプレン、1,2‐ジブロモ‐3‐クロロプロパン、ニトロベンゼン、クロ

ロエタン、ナフタレン、エチルベンゼン、CIMSTAR、ジビニルベンゼン‐HP、アリルグリ

シジルエーテル、プロピレングリコールモノ‐t‐ブチルエーテル、テトラリン、プロパル

ギルアルコール、α‐メチルスチレン、メチルイソブチルケトン、ストッダード溶剤IIC、デ

カリン、イソブテン、2‐ブトキシエタノール、フルフリルアルコール、テトラヒドロフラ

ン、テトラフルオロエチレン、アセトニトリル、ヘキサクロロシクロペンタジエン、2‐ク

ロロアセトフェノン、テトラクロロエチレン、プロピレンオキシド。 

 

このラットの結果に対して、マウスでは吸入による試験を実施した化合物のうち、肺腫瘍

は認められなかったが肺以外の部位に腫瘍が発現したのはわずか10/58（17.2%）であった。

この10種類の化学物質は、プロピレングリコールモノ‐t‐ブチルエーテル、プロパルギル

アルコール、メチルイソブチルケトン、ストッダード溶剤IIC、デカリン、フルフリルアル

コール、テトラヒドロフラン、テトラフルオロエチレン、テトラクロロエチレンおよびプ

ロピレンオキシドである。 

 

マウスの肺以外の解剖学的部位に腫瘍を引き起こすも肺腫瘍を引き起こすことはなかった

以上10種類の化合物はいずれも、ラットでも同じ腫瘍発現パターンを示した。 

 

3．ラットおよびマウスを用いたNTPの吸入試験で対象とされた物質のうち11/58はAmes試

験陰性で、マウスにのみ肺腫瘍が認められた（表I）。表Iの11種類の化学物質のうち、10種

類は水に不溶ないしやや不溶、有機溶剤に可溶で、10を底とする対数で表したオクタノー

ル／水分配係数が0.17、1.85、2.10、2.13、2.42、2.53、2.61、3.15、3.30、3.66、3.80と中等

度の疎水性を示すものである。この中等度のlog P（log Kow）値は、細胞の脂質二重膜を透

過するのに最適な値に近いものである。この11種類の化学物質はマウスの気道に過形成を

誘導する。過形成とは細胞増殖により細胞数が増加することをいう。
この

11
種類の化学物



質からなるグループに
1
‐ブロモプロパンが入っている。

 

 

ラットおよびマウスを用いたNTPの吸入試験で対象とされた物質のうち3/58はAmes試験陰

性で、ラットにのみ肺腫瘍が認められた（表II）。この3種類の物質は金属を含有しており、

水に不溶である。実験用ラットを肺過負荷が生じるまで無機粒子に曝露すると、良性腫瘍

および悪性腫瘍がともに発現することがある。ラットは粉塵の肺クリアランスが比較的速

やかで、粉塵の肺負荷を主に肺胞内のマクロファージに保持しているものと思われる。マ

ウスにはラットと同じような粒子過負荷作用がみられない。 

 

4．表Vをみると、NTPがラットおよびマウスを用いて実施した全試験のうち6/58はAmes試

験陽性で、マウスにのみ肺腫瘍が認められている。この6種類の化学物質はいずれも、ラッ

ト肝S9による代謝活性化を必要とせずに変異原性を示す直接作用性のAmes変異原性物質で

ある。 

 

5．表VIは表Vとはまったく対照的な結果を示している。表VIをみると、NTPがラットおよ

びマウスを用いて実施した全試験のうち、Ames試験陽性でラットにのみ肺腫瘍が発現した

物質が報告されたものはわずか1/58である。なお、1,2エポキシブタンにはマウスに対する

致死性があるため、マウスの最大曝露量はラットのわずか1/4であり、この1件の陽性結果は

偽陽性である可能性も否定できない。 

 

6．ラットおよびマウスを用いたNTPの吸入試験で対象とされた物質のうち5/58はAmes試験

陰性で、ラットにもマウスにも肺腫瘍が認められた（表III）。表IIIの5種類の物質のうち4

種類は金属粉末である。5種類の物質のひとつTrim® VXは、化学乳剤を形成する水溶性油で

ある。この5種類はいずれも両肺に炎症および過形成を引き起こした（Ames試験は金属の腫

瘍形成能の予測には優れていないということは以前から指摘されており、欧州金属工業会

（Eurometaux）がこの所見をREACHガイダンスに盛り込んでいる）。 

 

7．表IVをみると、ラットおよびマウスを用いたNTPの吸入試験で対象とされた物質のうち

9/58はAmes試験陽性で、ラットにもマウスにも肺腫瘍が認められている。このうち3/9が金

属であった。 

 

8．表VIIをみると、NTPがラットおよびマウスを用いて実施した全吸入試験のうち22/58は

Ames試験陰性で、ラットにもマウスにも肺腫瘍が認められなかった。この22種類の物質で

は両肺に腫瘍性変化が認められなかったため、このグループの化合物については非腫瘍性

変化が示されていない。このうちの多くは、log Kow値が-2.59、-0.38、-0.34、0.055、0.28、

0.46、0.58、0.77、0.83と比較的水溶性であるか、log Kow値が4.8、5.04、さらには多成分混



合物に対して3.16～7.06と極度に疎水性であるかのいずれかである。以上12通りのlog Kow値

が細胞膜透過に最適な2前後という数値から離れているために、げっ歯類の肺上皮細胞膜を

透過する能力が低下し、ひいては腫瘍形成能が低下したのかどうかはよくわからない。 

 

9．表VIIIから、NTPがラットおよびマウスを用いて吸入による試験を実施した化学物質の

なかで、プロピレングリコールモノ‐t‐ブチルエーテルが唯一、Ames試験陽性でラットに

もマウスにも肺腫瘍が発現しなかった物質であることがわかる（1/58）。唯一報告されてい

るAmes試験のデータが、ラット肝S9による代謝活性化のみられないAmesサルモネラ株

TA97の陽性結果のみであったため、この結果には疑問が残る。 

 

10．表IXから、NTPがラットおよびマウスを用いて実施した全吸入試験のうち2/58はAmes

試験のデータが欠如していることがわかる。そのうち1件は硫酸ニッケル六水和物でラット

にもマウスにも肺腫瘍を引き起こすことはなく、もう1件はリン化インジウムで雌雄のラッ

トおよび雌雄のマウスに肺腫瘍を引き起こした。 

 

11．表Xをみると、データの得られた58種類の化合物を、ラットおよびマウスの肺に対する

腫瘍誘導能が強い方から順に並べてある。げっ歯類における肺腫瘍形成能が第1位となった

3種類の物質のうち2種類が金属であった。げっ歯類における肺腫瘍形成能が第2位となった

化合物は金属であった。げっ歯類における肺腫瘍形成能が第3位となった2種類の化合物う

ち1種類が金属であった。さらに、げっ歯類における肺腫瘍形成能が第4位となった化合物

も金属であった。つまるところ、ラットおよびマウスの肺に対する腫瘍誘導能が特に高い7

種類の化合物のうち、5種類が金属であった。げっ歯類に高用量で吸入投与された金属の腫

瘍形成能の大小は、慢性炎症およびそれに付随する酸化ストレスが発癌に演じる役割と符

合している。ただ、以上の所見は、金属塵に対する大気曝露量が現実的で肺炎症を高度に

持続させることのない量であれば、重要な意味を持たないことも考えられる。 

 

12．表Xではほかにも、吸入経路により肺以外の器官部位への腫瘍誘導を検討した58種類の

化合物のそれぞれについて、ラットとマウスとの一致度が比較されている。全58種類の化

合物のうち26種類については、ラットにもマウスにも肺以外の部位に別の型の腫瘍が発現

した。換言すれば、吸入経路により試験を実施して、肺以外への腫瘍の発現という点で一

致がみられたのが26件ということである。次に、表Xに示された異常ともいえる結果をみて

いく。化合物のうち16/58については、ラットでは肺以外の部位に腫瘍が認められたのに対

して、同じ方法で試験を実施したマウスでは肺以外の部位に腫瘍が認められなかった。こ

れに対して、マウスでは肺以外の部位に腫瘍が認められ、ラットでは肺以外の部位に腫瘍

が認められなかったという場合は皆無（0/58）であった。 

 



マウス肺では陰性であったが他の部位では陽性であった10種類の化合物は例外なく、ラッ

ト肺では陰性であったが他の部位では陽性であった34種類の化合物のリストに入っている。 

 

13．表Xをみると、ラットにもマウスにも肺腫瘍および他の解剖学的部位の腫瘍が発現しな

かった化合物が7種類（7/58）ある。完全に陰性を示したこの7種類の化合物は次のとおりで

ある。ジエチルアミン、イソブチルアルデヒド、L‐エピネフリン塩酸塩、CS2（94% o‐ク

ロロベンジリデンマロノニトリル）、トルエン、メチルメタクリレート、硫酸ニッケル六

水和物。硫酸ニッケル六水和物を除く6/7の化合物についてはAmes試験のデータが得られた。

この6種類の化合物を対象に実施された6件のAmes試験の結果はいずれも陰性であった。 

 

14．表Xをみると、リン化インジウムは、雌雄のラットの肺、雌雄のマウスの肺のほか、雌

雄のラットおよびマウスの肺以外の解剖学的部位に腫瘍が発現した唯一の化合物である。

リン化インジウムは、これまでにNTPが吸入試験を実施した58種類の化合物のうち、げっ歯

類の肺に最も明白に腫瘍形成能を示す化合物に位置づけられている。 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


