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研究成果の概要（和文）：接触皮膚炎は職業性皮膚障害の中でも頻度が高い。動物福祉や時間的、コスト的な問
題からin vitro試験やコンピューターを用いた定性的構造毒性相関(QSAR)モデルの代替法による評価の二ーズが
高まっている。
　KY　methods (US Patent No.7725413, 2010)や1 model model KY methodを用いて動物実験(LLNA)データのみ
を根拠とするQSTRモデルや、感作性の強弱を判定やアラート構造の選択決定（フィルタリング）によるモデルを
開発した。ドイツMAKにありわが国のJOHに無い感作性物質を根拠と共に許容濃度等委員会に提案し、感作性物質
が追加された。
　

研究成果の概要（英文）：Contact dermatitis is by far the most common form of occupational skin 
illness.  In silico assessment of skin sensitization is increasingly needed owing to the problems 
concerning animal welfarre, as well as excessive time consumed and cost involved in the development 
and testing of new chemicals.
     We made skin sensitization QSTRb model from only animal data (LLLNA) by using K step Yard 
sampling (KY) method (US Paten No, 7725413, 2010) and 1 model KY method (US Pantent Application) and
 performed external validation studies.  We made QSTR model based on EC3 of LLNA to discriminate 
between strong and weak sensitizers and QSTR. Second alert constituents of the data were analyzed by
 filtering (selective determination).  Skin sensitizers which are indexed in German MAK and are not 
indexed in JOH are proposed to OEL committeee with review artocles and approved.
 

研究分野： 衛生学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
我国の感作性分類基準は、ヒトの症例報

告・疫学研究に基づいて行われてきた。一方、
化学物質の国際調和分類基準(GHS)、ドイツ
やヨーロッパ共同体(EU)の分類基準は動物
実験結果を考慮している。我々は日本産業衛
生学会許容濃度等委員会内に感作性物質分
類小委員会を立ち上げ、動物実験の結果を考
慮したヒトの確からしさに基づいた新感作
性分類基準を作成し従来の感作性物質を再
分類し暫定案として公表した。一方、EU に
おける REACH 下では、年間 1 トン以上 EU
で生産または持ち込まれる全ての化学物質
は、環境影響や健康影響を評価しなければな
らず、動物実験に代わる in viro 試験やコン
ピューターを用いた QSAR による代替法が
推奨されている。 
                                            
２．研究の目的 
 我国の感作性の専門家グループにより、根
拠の確かな感作性物質リストを拡大すると
ともに、感作性物質をコンピューターを用い
て判定する精度の高い皮膚および気道感作
性定性的構造活性創刊(QSTR)ソフトを開発
する。皮膚感作性 QSTR は物質数が多いため
新規の K-step Yard Sampling methods (US 
Patent No.7725413 B2, 2010)を用いて分類
する。 
 
３．研究の方法 
 研究代表者、研究分担者それぞれがドイツ
DFG の MAK 委員会の感作性物質で日本産業衛
生学会には無い物質を分担し、動物実験の結
果を取り入れた新感作性分類基準で再分類
し感作性小委員会で承認後、感作性物質とし
て産衛の許容濃度等委員会に提案する。 
 皮膚感作性・気道感作性構造活性相関
(QSAR)は、富士通九州システムズ(FJQS)と共
同開発する。外的妥当性の検証を行う。物質
数の多い皮膚感作性 QSAR ソフトは常に 100%
分類を達成する K-step Yard Sampling  
Method（US Patent No.7725413）を用いて分
類する。 
 
４．研究成果 
(1) NIH Publication Number 09-6439 にあ
る 475 物質の LLNA（動物実験）のみからなる
皮膚感作性構造活性相関モデルを FJQS と共
同開発した。 
 
(2) 日本産業衛生学会許容濃度等委員会感
作性物質小委員会新規感作性6物質をその提
案理由とともに親委員会に提案承認され産
業衛生学会誌 2013 年 9 月号に暫定案として
掲載された。 
 
(3) 日本職業環境アレルギー学会ガイドラ
イン作成委員会委員として職業性アレルギ
ー疾患診療ガイドライン2013作成に関わり、
協和企画より出版された。 

(4) 日本動物実験代替法センター(JaCVAM)
皮膚感作性資料編纂委員会委員として、in 
vitro試験であるDirect Peptide Reactivity 
Assay (DPRA)と KeratinoSensns の評価を行
い AATEX-JaCVAM 誌に掲載された。 
 
(5)ICCVAM TEST METHOD EVALUATION REPORT
にある動物実験(LLNA)データ及びコントロ
ールを対象として KY method(US Patent 
No.7725413, 2010)により皮膚感作性定性的
構造活性相関(QSAR)モデルを FJQS と共同開
発した。 
 
(6)日本職業環境アレルギー学会ガイドライ
ン作成委員会により作成され協和企画より
出版された「アレルギー疾患診療ガイドライ
ン 2013」が Allergology International 誌で
英文化された。 
 
(7)JaCVAM 皮膚感作性資料編纂委員会委員と
して DPRA, h-CLAT の妥当性の検証及び評価
を行った。これらは、AAYEX-JaCVAM 誌に掲載
された。 
 
(8) ICCVAM TEST METHOD EVALUATION REPORT
にある動物実験(LLNA)データ及びコントロ
ールを対象として、LLNA の EC3 値に基づく感
作性の強弱（EC3 が 9.4 未満を強感作性）を
判定するモデルを作成した。 
 
(9) ICCVAM TEST METHOD EVALUATION REPORT
にある動物実験(LLNA)データ及びコントロ
ールを対象として、陽性物質と陰性物質のア
ラート構造を選択決定(フィルタリング)す
るモデルを作成した。 
 
(10) JaCVAM 皮膚感作性資料編纂委員会委員
と し て ARE-Nrf2Luciferase Method 
(KeratinoSens)の妥当性の検証及び評価を
行った。これらは、AAYEX-JaCVAM 誌に掲載さ
れた。 
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