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要旨：第 27 回 OECD 高生産量化学物質初期評価会議（SIAM 27）が 2008 年 10 月にオ

タワ（カナダ）で開催され、日本が担当した 3 物質（p-トルエンスルホン酸ナトリウム：

CAS 番号 657-84-1、レゾルシノール：CAS 番号 108-46-3、N-シクロヘキシル-2-ベンゾ

チアゾールスルフェンアミド：CAS 番号 95-33-0）の初期評価プロファイル（SIAP）に

ついて合意が得られた。本稿では本会議で合意の得られたこれら 3 物質の初期評価文書

について紹介する。                              

キーワード：OECD、HPV プログラム、SIDS 初期評価会議 
 

Abstract: The 27th Screening Information Data Set (SIDS) Initial Assessment 
Meeting (SIAM 27) was held in Ottawa, hosted by Canada. The initial assessment 
documents of three substances, sodium p-toluenesulfonate (CAS number: 657-84-1), 
1,3-benzenediol (CAS number: 108-46-3), and N-cyclohexyl-2-benzothiazolsulfen- 
amide (CAS number: 95-33-0) were submitted by the Japanese Government with or 
without the collaboration with International Council of Chemical Associations 
(ICCA). These SIDS Initial Assessment Profiles (SIAPs) of the substances were 
agreed at the meetings. In this report, the documents of these substances are 
introduced. 
Keywords: OECD, HPV programme, SIDS Initial Assessment Meeting 
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１ はじめに 

経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development：OECD）

では、1992年に始まった高生産量化学物質点検プログラム（High Production Volume Chemical 
(HPV) Programme）により、加盟各国における高生産量化学物質の安全性の評価を行っている

（長谷川ら 1999a、江馬 2006）。日本政府は初回より評価文書を提出しており、2001 年からは

国際化学工業協会協議会（International Council of Chemical Associations：ICCA）による評

価文書の原案作成に伴い日本化学工業協会加盟企業も評価文書の原案作成に参加している。第

26 回までの初期評価会議（Screening Information Data Set (SIDS) Initial Assessment 
Meeting：SIAM）において日本政府が担当し結論および勧告が合意された化学物質の評価文書

のヒト健康影響または環境影響・曝露情報部分については既に紹介してきた（長谷川ら 1999b、
2000、2001；高橋ら 2004、2005a、2005b、2006a、2006b、2006c、2007a、2007b、2007c、
2008、2009）。また、第 1 回 SIAM（SIAM 1）から SIAM 18 までの結果の概要および SIAM 19
から SIAM 27 の各会議内容についても紹介してきた（松本ら 2005a、2005b、2006a、2006b、
2007a、2007b、2007c、2008a、2008b、2009）。 

本稿では SIAM 27 で合意に至った日本担当物質の評価文書の概要を紹介する。なお、OECD
ガイドラインに則した毒性試験についてはガイドライン番号を示したが、遺伝毒性に関しては 1
物質に対して多種の試験が行われることもあり、結果のみ簡潔に示すこととした。 

２ SIAM 27 で合意された日本担当物質の初期評価内容 

2008 年 10 月にオタワ（カナダ）で開催された SIAM 27 において、我が国は 3 物質の初期

評価文書を提出し、それら全ての初期評価結果および勧告が合意された。 
SIAM における合意は FW（The chemical is a candidate for further work.）または LP（The 

chemical is currently of low priority for further work.）として示されている。FW は「今後も

追加の調査研究作業が必要である」、LP は「現状の使用状況においては追加作業の必要はない」

ことを示す。 
 
（１）p-トルエンスルホン酸ナトリウム 

英名 Sodium p-toluenesulfonate (657-84-1)（日本政府） 
トルエン／キシレン／クメンの各スルホン酸塩（ナトリウム、アンモニウム、カルシウム、

カリウム）の異性体（オルト、メタ、パラ）を含む、ヒドロトロープ類（Hydrotropes）カテゴ

リーに関する初期評価文書が SIAM 21（2005 年）で承認されている。本物質は同カテゴリー

に含まれるが、本物質に関する新たな試験データが得られたので、カテゴリーとは別に初期評

価文書が作成された。 
 
１）曝露状況 
本物質は粉末の固結防止剤、洗剤の可溶化剤、染料の希釈剤として使用される。本物質は

閉鎖系で製造・加工されるため、職業曝露の可能性は低い。また、本物質の製造・加工過程

における廃水から環境中への排出量に関しては、現在利用可能な測定データはないが、廃水

処理が行われているので少ないと考えられる。本物質は製品に含まれるため、皮膚接触での

消費者曝露の可能性があり、また、事故による曝露も考えられるが、容易に洗浄可能なので、

その摂取量は軽減されると考えられた。 
 

２）環境影響 
本物質は水溶液中で完全にイオンに解離するため、水圏からの揮発は生じにくい。媒体別
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分配割合の予測の結果、本物質が水圏に放出された場合は主に水圏（99.8%）に残留する。ま

た、本物質は容易に生分解し、魚類への生物濃縮性は低いと推定される（BCF：3.16 [計算値]）。 
水生生物に対する急性毒性について、魚類の半数致死濃度（LC50）は 100 mg/L以上（96

時間、OECD TG 203）、ミジンコのLC50は 1,000 mg/L以上（48 時間、OECD TG 202）、藻

類の半数影響濃度（EC50）は 1,000 mg/L以上（72 時間、生長速度法：OECD TG 201）であ

った。慢性毒性については、ミジンコの最大無影響濃度（NOEC）は 100 mg/L（21 日間、

繁殖阻害：OECD TG 211）、藻類のNOECは 10 mg/L（72 時間、生長速度法：OECD TG 201）
であった。 

 
３）健康影響 
ラットには経口投与、イヌには経口および腹腔内投与により同位体35Sを含む本物質を与え

たところ、速やかに吸収され、主に尿中にp-トルエンスルホン酸塩-35Sとして排泄された。ま

た、イヌでの血漿中半減期は 75 分であった。 
ラットの単回経口投与毒性試験（OECD TG 401）において最高用量でも死亡例は認められ

ず、LD50は雌雄ともに 2,000 mg/kg bw以上であった。また、2,000 mg/kg bwで雌雄に下痢

がみられた。 
ヒドロトロープ類カテゴリーにおいてキシレンスルホン酸カルシウム（28088-63-3）やク

メンスルホン酸ナトリウム（28348-53-0、32073-22-6）には皮膚刺激性がないとされたが、

本物質はアルカリ性である（pH=9.6）ことから、眼や皮膚に刺激性を示す可能性がある。ま

た、トルエンスルホン酸ナトリウム（オルト/メタ/パラ、12068-03-0）がモルモットで皮膚感

作性を示さないことから、本物質には皮膚感作性はないとされた。 
ラットに 0、100、300 または 1,000 mg/kg bw/dayの本物質を強制経口投与した 28 日間反

復経口投与毒性試験（OECD TG 407）において、最高用量でも毒性影響は認められず、反復

投与毒性のNOAELは雌雄ともに1,000 mg/kg bw/dayとされた。 
雌雄ラットに交配前 2 週間から交配期間を含め、雄では 46 日間、雌では分娩後哺育 4 日ま

で、0、100、300 または 1,000 mg/kg bw/dayを強制経口投与した経口投与簡易生殖毒性試験

（OECD TG 421）において、親動物では 1,000 mg/kg bw/dayで雌雄に下痢や軟便、雄に胃

の境界縁における軽度な粘膜固有層の炎症性細胞浸潤および扁平上皮過形成がみられたが、

生殖能および児の発生・発育については本物質投与による影響は認められず、反復投与毒性

のNOAELは雌雄ともに300 mg/kg bw/day、生殖発生毒性のNOAELは1,000 mg/kg bw/day
とされた。 
細菌を用いる復帰突然変異試験およびチャイニーズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体

異常試験は S9mix の存在/非存在下で陰性であった。 
 

４）結論と勧告 
本物質は健康および環境に対して有害性が低いので、健康影響および環境影響についてと

もに LP と勧告された。 
 

（２）レゾルシノール 
英名 1,3-Benzenediol (108-46-3)（原案作成：ICCA 日本企業） 

本文書では純度 95％以上のレゾルシノールが評価に用いられた。 
 
１）曝露状況 
本物質は接着剤、染毛剤、化粧品、医薬品の原料として使用されている。本物質は閉鎖系

で製造・加工されるため、職業曝露の可能性は低いが、製品の使用により消費者曝露が生じ
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る。また、その使用や廃棄によって間接的に環境に放出される可能性がある。 
 

２）環境影響 
媒体別分配割合の予測の結果、本物質が大気・土壌・水圏に放出された場合は主に土壌

（63.8%）と水圏（36.1%）に分布する。本物質は容易に生分解し、魚類への生物濃縮性も低

いと推定される（BCF：3.16 [計算値]）。 
水生生物に対する急性毒性について、魚類のLC50は 26.8～100 mg/L（流水、96 時間）、40

～60 mg/L（止水、96 時間）、魚類の 7 日間毒性試験（OECD TG 212 相当）ではEC50（体重）

は 54.8 mg/L、LC50は 262 mg/Lであった。ミジンコのEC50は 1.28 mg/L（止水、48 時間）、

藻類のEC50は 97 mg/L以上（72 時間、生長速度法：OECD TG 201）であった。慢性毒性に

ついては、魚類の 60 日間毒性試験（OECD TG 210 相当）では最小影響濃度（LOEC）は 32 
mg/L（体重）、EC50（胚致死/形態異常）は 260 mg/Lであり、さらに、LC50は 320 mg/Lより

大きいことが初期評価文書のDossierに記載されている。ミジンコのNOECは試験最高濃度の

172 μg/L（21 日間、繁殖阻害：OECD TG 211）であり、藻類のNOECは 97 mg/L（72 時間、

生長速度法：OECD TG 201）であった。 
 

３）健康影響 
ラットとウサギに本物質を経口投与したところ、速やかに吸収・代謝され、尿中に排泄さ

れた。本物質をラットに反復経口投与した場合には代謝速度の増加がみられた。ヒトでの経

皮吸収は緩やかだが、ラットやウサギへの経口投与と同様に代謝・排泄された。 
ラットの単回経口投与毒性試験（OECD TG 401）でのLD50は 510 mg/kg bwであり、毒性

症状として、眼瞼下垂、呼吸器官への影響、無気力、異常歩行、振戦、けいれん、および流

涎が認められた。その他の試験では、雄ラットの経口LD50は 980 mg/kg bw、雌ラットのエア

ロゾル吸入LC0は 7,800 mg/m3以上（1 時間曝露）、2,800 mg/ m3以上（8 時間曝露）であっ

た。雄ウサギの経皮LD50は 3,360 mg/kg bw、比較的純度の低い物質を用いた場合には 2,830 
mg/kg bwであった。これらの急性曝露試験では中枢神経系への影響が認められた。 
本物質にウサギの皮膚および眼に対する刺激性は認められなかった（OECD TG 404、TG 

405、2.5%水溶液）が、溶解または半固体状態で投与したその他の試験においては、皮膚と

眼に刺激性が認められた。本物質は、モルモット Maximization 試験（OECD TG 406）では

中程度の、マウス LLNA 試験（OECD TG 429）では弱い皮膚感作性を示した。本物質は皮

膚炎患者へのパッチテストでアレルギー反応を引き起こした。 
雌雄ラットに 0、40、80 または 250 mg/kg bw/dayを週 5 日強制経口投与した 90 日間反復

経口投与毒性試験（OECD TG 408）では、250 mg/kg bw/dayにおいて雌雄に間代性痙攣や

流涎がみられ、雌では体重増加量の減少も認められたことから、反復投与毒性のNOAELは80 
mg/kg bw/dayとされた。 
ラットを用いた一連の反復強制経口投与試験（17 日間、13 週間、または、104 週間）が行

われ、17 日間（用量設定）試験において 55 mg/kg bw/day以上の雌ラットに異常な興奮状態

がみられたことから、一連の試験で最も低いNOAELは27.5 mg/kg bw/dayとされた。雄ラッ

トでは 104 週間試験の最低用量 112 mg/kg bw/day以上で運動失調、腹臥位、流涎、振戦がみ

られ、この試験で最も低いLOAELは112 mg/kg bw/dayとされた。104 週間試験の最高用量

225 mg/kg bw/dayでは体重増加量の減少と死亡の増加も認められた。また、104 週間試験で

は認められなかったが、13 週間試験において絶対・相対肝重量の増加が雌では 65 mg/kg 
bw/day、雄では 130 mg/kg bw/dayで認められ、さらに、絶対・相対副腎重量の高値が最低

用量 32 mg/kg bw/day以上の雄の生存ラットで認められた。 
ラットと同様、マウスを用いた一連の反復強制経口投与試験（17 日間、13 週間、または、
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104 週間）が行われ、17 日間（用量設定）試験において 150 mg/kg bw/dayの雄マウスに腹

臥位および振戦がみられたことから、一連の試験で最も低いNOAELは75 mg/kg bw/dayとさ

れた。104 週間試験において、最低用量 112 mg/kg bw/day以上で雌雄マウスに運動失調、横

臥位、振戦がみられ、最も低いLOAELは112 mg/kg bw/dayとされた。13 週間試験において、

雄ラットで高値が認められた副腎重量に、雄マウスでは低値がみとめられた。副腎と肝臓の

重量変化は 104 週間試験やその他の試験でも認められなかったので、それらの意義は不明と

された。 
雌雄ラットに 3,000 mg/Lの濃度まで飲水投与した二世代生殖毒性試験（OECD TG 416）

では、上述した急性中枢神経系影響や副腎と肝臓の重量変化は認められなかった。3,000 mg/L
で各世代の雌雄に体重の低値が認められたが、同用量で認められた飲水量の減少による影響

とされた。最高用量でも毒性影響は認められず、反復投与毒性のNOAELは雌雄ともに 3,000 
mg/L（雄：233* mg/kg bw/day、交配前・妊娠期の雌：304 mg/kg bw/day、授乳期の雌：660 
mg/kg bw/day、それぞれF0 とF1 の平均値）とされた。また、甲状腺に関する詳細な評価が

付加的に行われ、3,000 mg/Lまで甲状腺への影響は認められなかった。生殖発生に関する項

目についても各世代ともに 3,000 mg/Lまで影響は認められず、生殖毒性のNOAELは雌雄と

もに 3,000 mg/L（雄：233* mg/kg bw/day、交配前・妊娠期の雌：304 mg/kg bw/day、授乳

期の雌：660 mg/kg bw/day、それぞれF0 とF1 の平均値）、また、F1 への投与における発生

毒性のNOAELは雌雄ともに 3,000 mg/L（雄：245 mg/kg bw/day、雌：295 mg/kg bw/day）
とされた。(*初期評価文書のDossierでは 223 mg/kg bw/dayとなっている。) 
妊娠 6-19 日の雌ラットに 0、40、80 または 250 mg/kg bw/dayを強制経口投与した出生前

発生毒性試験（OECD TG 414）では、250 mg/kg bw/dayで母動物の体重増加量の減少が認

められ、母体毒性のNOAELは80 mg/kg bw/day、発生毒性のNOAELは最高用量の250 mg/kg 
bw/dayとされた。催奇形性は認められなかった。 
妊娠 6-15 日の雌ラットに 0、125、250 または 500 mg/kg bw/dayを強制経口投与した出生

前発生毒性試験（OECD TG 414 準拠）では、胎児や胚吸収に関して投与の影響は認められ

ず、また、催奇形性も認められなかった。母体毒性と発生毒性のNOAELは最高用量の500 
mg/kg bw/dayとされた。 
ヒトの創傷皮膚への高濃度曝露による症例報告や主に 1950 年代に行われた動物試験の結

果から、本物質の経皮または経口投与が甲状腺に影響を及ぼすことが示唆されたが、職業曝

露者の調査を含むその他の多くの試験では甲状腺への影響は認められなかった。上述した二

世代生殖毒性試験（OECD TG 416）でも、3,000 mg/L（雄：233* mg/kg bw/day、交配前・

妊娠期の雌：304 mg/kg bw/day、それぞれ F0 と F1 の平均値）まで甲状腺に影響は認められ

なかった。 
細菌を用いる復帰突然変異試験が複数行われ、ほぼ全ての結果が陰性であった。一方、本

物質は哺乳動物の培養細胞に染色体異常（破損や小核）を引き起こした。姉妹染色分体交換

（SCE）は、in vitro では 7 試験中 5 試験で認められず、また、in vivo では 3 試験の全てに

おいて認められなかった。ラットの肝細胞を用いた不定期 DNA 合成試験は陰性であった。

マウスリンフォーマ試験の結果は S9mix 非存在下で陽性であったが、観察されたコロニーが

小さいため、遺伝子の変異ではなく染色体異常に関係があると考えられた。In vitro 小核試験

では S9mix 存在/非存在下で陽性であった。シリアン・ハムスター胚細胞を用いた形質転換試

験は陰性であった。In vivo 小核試験の結果は、数種の試験で陰性、1 試験で陽性であった。

その他の信頼性の低い試験の結果を考え合わせると、本物質は in vitro では染色体異常を引

き起こす可能性があるが、in vivo での遺伝毒性はない。 
2 年間、ラットとマウスに本物質を強制経口投与（週 5 日）した試験において、発ガン性

は認められなかった。 
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４）結論と勧告 
本物質は健康に対して有害性（感作性）を示すが、現況においては十分なリスク管理がな

されているので、健康影響について LP と勧告された。環境に対しても有害性（魚類・ミジ

ンコ・藻類への急性毒性：1～100 mg/L）を示すが、ミジンコへの慢性毒性は 21 日間試験に

おいて最高濃度でも認められず、また、本物質は容易に生分解し、魚類における生物濃縮性

の計算値は低いため、水生生物における生物濃縮性も低いと推定される。これより本物質は、

現況においては環境影響について LP と勧告された。 
 

（３）N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド 
英名 N-Cyclohexyl-2-benzothiazolsulfenamide (95-33-0)（日本政府、ドイツ政府、原案：

EU の評価文書） 
本物質（CBS）の主な加水分解物はメルカプトベンゾチアゾール（MBT）(149-30-4)、およ

び、シクロヘキシルアミン（CHA）(108-91-8)である。これらの加水分解物による試験結果も

本物質の評価に利用された。 
 
１）曝露状況 
本物質は加硫促進剤としてゴム製品の製造に使用される。本物質には吸入や皮膚接触によ

る職業曝露の可能性がある。消費者製品において本物質の使用実績が認められないので、消

費者曝露の可能性は低いと考えられた。 
 

２）環境影響 
媒体別分配割合の予測の結果、本物質が大気・土壌・水圏に放出された場合は主に土壌

（71.1%）と底質（18.9%）に分布し、その他、水圏（9.7%）にも分布する。本物質は容易に

生分解されず、また、魚類への生物濃縮性も高いと推定される（BCF：1,248 または 3,094 [と
もに計算値]）。 
水生生物に対する急性毒性について、魚類のLC50は 2.1 mg/L（96 時間、流水、OECD TG 

203）、ミジンコのEC50は 0.79 mg/L（48 時間、半止水、遊泳阻害、OECD TG 202）、藻類の

EC50は 0.15 mg/L以上（72 時間、生長速度法：OECD TG 201）であった。慢性毒性につい

ては、ミジンコのNOECは 0.058 mg/L（21 日間、繁殖阻害：OECD TG 202）、藻類のNOEC
は 0.0084 mg/L（72 時間、生長速度法：OECD TG 201）であった。本物質の試験濃度は水

への溶解度（0.32 mg/L）より全般的に高いので、止水条件で認められた影響の一部は分解生

成物によって引き起こされた可能性がある。 
 

３）健康影響 
ラットに本物質を経口投与したところ、速やかに吸収・代謝された。MBT と CHA への加

水分解が in vitro でみられたことから、吸収前に胃腸管内でも同様の加水分解が起こる可能

性があると考えられた。経口または吸入による吸収率は 100％と考えられた。物理化学的･動

態力学的情報から経皮吸収率は 10％とされた。 
ラットとマウスの単回経口投与でのLD50は 5,000 mg/kg bw以上であった。ウサギの経皮で

のLD50は 7,940 mg/kg bw以上であった。 
本物質は腐食性物質ではない。本物質を含む市販製品についてヒトにおけるパッチテスト

を行ったところ皮膚刺激性を示すケースは少ないが、ウサギの皮膚および眼に対しては軽微

な刺激性が認められた（OECD TG 404、TG 405）。雌雄ラットに 0、4.3、14.4、または 48 mg/m3

を 6 時間・週 5 日吸入曝露させた 28 日間反復吸入毒性試験では、曝露直後に中程度の炎症が
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鼻で散発的に認められたが、それらは 24 時間以内に回復した。本物質はモルモット（Buehler
法）では皮膚感作性を示さないが、ヒトへのパッチテストで明らかな感作性が認められ、疫

学データからも皮膚感作性の可能性が示された。 
上述の 28 日間反復吸入毒性試験において、最高濃度でも全身性の毒性影響は認められず、

無毒性濃度（NOAEC）は48 mg/m3とされた。 
ラットに 0、25、80、250 または 800 mg/kg bw/dayの本物質を強制経口投与した 28 日間

反復経口投与毒性試験（OECD TG 407）において、250 mg/kg bw/day以上で雌雄に血液凝

固障害、雄に腎臓の近位尿細管上皮における硝子滴の増加が認められ、反復投与毒性の

NOAELは雌雄ともに80 mg/kg bw/dayとされた。 
雌雄ウサギに 0、125、500 または 2,000 mg/kg bw/dayの本物質を 1 日 6 時間経皮投与し

た 21 日間反復経皮投与毒性試験（OECD TG 410）において、最高用量でも本物質による毒

性影響は認められず、反復投与毒性のNOAELは雌雄ともに2,000 mg/kg bw/dayとされた。 
細菌を用いる復帰突然変異試験、マウスリンフォーマ試験の結果は陰性であった。染色体

異常試験では弱い陽性が認められたが、本物質の加水分解物である MBT と CHA の遺伝毒性

試験は全て陰性であることから、本物質には遺伝毒性はないとされた。 
マウスに約 18 ヶ月間、95.3 mg/kg bw/day（TWA）の本物質を経口投与した試験において

発ガン性は認められなかった。さらに、ラットやマウスに MBT または CHA を経口投与した

種々の長期試験でも発ガン性は認められず、MBT については雌雄マウス・雄ラットで 750 
mg/kg bw/day、雌ラットでは 350 mg/kg bw/day、CHA については雌雄ラットで 440 mg/kg 
bw/day まで、雌雄マウスでは 500 mg/kg bw/day まで、発ガン性は認められなかった。 
ラットに MBT を混餌投与した二世代試験において、8,750 ppm（700 mg/kg bw/day）以

上で肝臓と腎臓の組織への毒性影響が認められたが、最高用量（15,000 ppm (1,200 mg/kg 
bw/day)）でも生殖への有害影響は認められなかった。その他、8,750 ppm 以上で食物摂取の

開始に伴い児体重が減少したが、嗜好性の低下により摂餌量が低下したためとされた。 
ラットにCHAを反復経口投与した複数の毒性試験（投与期間：3 ヶ月～2 年）では、概ね

200 mg/kg bw/day以上で精細管萎縮や精子形成の低下が認められた。3 ヶ月間毒性試験の

NOAELは 100 mg/kg bw/day（CBS換算では276 mg/kg bw/day相当）、2 年間毒性試験の

NOAELは 82 mg/kg bw/day（CBS換算では218 mg/kg bw/day相当）であった。 
妊娠 0-20 日の雌ラットに 0、0.001、0.01、0.1、または 0.5％（0、0.7、7.1、69.6、288.8 

mg/kg bw/day相当）の本物質を混餌投与した発生毒性試験では、69.6 mg/kg bw/day以上で

母体重増加量の低下、288.8 mg/kg bw/dayで摂餌量の減少が認められ、母毒性のNOAELは7.1 
mg/kg bw/dayとされた。また、288.8 mg/kg bw/dayで雌雄胎児体重および胎盤重量の低値が

認められ、発生毒性のNOAELは69.6 mg/kg bw/dayとされた。妊娠 6-15 日の雌ラットに 0、
100、300、500 または 900 mg/kg bw/dayの本物質を強制経口投与した出生前発生毒性試験

（OECD TG 414 準拠）では（900 mg/kg bw/day投与は著しい毒性から試験を中断）、300 
mg/kg bw/day以上で母体重増加量の低値、500mg/kg bw/dayで胎児重量の低値が認められた。

妊娠 6-15 日の雌ラットに 0、50、150、450 mg/kg bw/dayの本物質を強制経口投与した発生

毒性試験では、450mg/kg bw/dayで母体重増加量および胎児重量の低値等が認められた。こ

れらの試験で認められた胎児重量の低値は母体重増加量が 15-30％減少した場合に観察され、

本物質投与による特異的な胎児毒性や催奇形性は認められなかった。 
 

４）結論と勧告 
本物質は健康に対して有害性（感作性、反復投与毒性）を示すが、現況においては十分な

リスク管理がなされているので、健康影響について LP と勧告された。環境に対しては有害

性（ミジンコ・藻類への急性毒性：1 mg/L 以下）を示すことから、環境影響については FW
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と勧告され、曝露量に関する調査が要請され、底質への曝露が著しい場合には底生生物に対

する毒性評価を行うことが推奨された。 
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