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はじめに

発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業等は
ありません。



本日の内容

1．イントロダクション

2．化合物特異的な許容摂取量の考え方

3．化合物特異的な許容摂取量の算出例
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ICH M7ガイドライン（補遺）策定の経緯

2015年11月 ICH M7が国内通知として発出

2018年 6月 ICH M7(R1)が 国内通知として発出
14化合物の補遺の追加

2021年10月 ICH M7(R2)補遺（案）がStep 2に到達
10～12月 補遺（案）の国内パブリックコメント

間もなく Step 4に到達の見込み



ICH M7(R2)ガイドラインでの改訂内容

 Q&Aの追加

 補遺：7化合物のモノグラフを追加（緒言、補遺の変更なし）

 ガイドライン本体表4

 HIVの期間を「1年超10年まで」から「10年超から
一生涯」に変更、脚注の修正

 ガイドライン本体と補遺の分離

 ガイドライン本体及び補遺の記載整備
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1．イントロダクション

2．化合物特異的な許容摂取量の考え方
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ICH M7(R2)で補遺に追加された化合物

Bercu et al. (2018), Regul Toxicol Pharmacol 2018; 94: 172-82



ICH M7(R2)で補遺に追加された化合物（続）

Bercu et al. (2018), Regul Toxicol Pharmacol 2018; 94: 172-82



ICH M7(R2)で補遺に追加された化合物（続）
化合物

（CAS No.） 化学構造 Ames
試験

その他の
遺伝子突然変異試験

がん原性
試験

1,2-Dibromoethane
(106-93-4) + マウスリンフォーマTK：+

等 +

Epichlorohydrin
(106-89-8) + マウスリンフォーマTK：+

等 +

Ethyl bromide
(74-96-4) + 姉妹染色分体交換：+ +

Styrene
(100-42-5)

+
（S9+）

HPRT：+
等 +

Acetaldehyde
(75-07-0) - HPRT：+

マウスリンフォーマTK：+ +

Formaldehyde
(50-00-0) + マウスリンフォーマTK：+

等 +

Vinyl acetate
(108-05-4) - マウスリンフォーマTK：+

等 +

ICH M7はDNA反応性（変異原性）不純物の評価
及び管理に関するガイドラインである。



化合物特異的許容摂取量の算出方法①：
Acceptable Intake（AI）

50

10

20

30

40

TD50

1/2

1/100,000

AI

腫瘍発現頻度

(1/50,000)

(1/50,000)
用量

（直線外挿）

(%)



化合物特異的許容摂取量の算出方法②：
Permissible Daily Exposure（PDE）

閾値を有する機序：無作用量（NOEL）から不確実係数
（F1～F5）を適用して算出

 ICH Q3：最も適切な動物試験におけるNOEL又は最小
作用量（LOEL）から、以下の式でPDEを算出
PDE＝NOEL (mg/kg) ×50 (kg)* / F1×F2×F3×F4×F5

F1：種間の外挿、F2：個体間のばらつき、F3：投与期間、
F4：重篤な毒性、F5：NOELが得られていない場合

* ヒトの体重



化合物特異的許容摂取量の算出方法③：
環境中の曝露に基づく許容限度値

入手可能な規制上の限度値の利用

 ICH M7本体 「7.5 アプローチの例外及び柔軟性」

「食品や内因性代謝（例えば、ホルムアルデヒドなど）
に由来する不純物への曝露量が極めて大きい場合、より
高い許容摂取量の設定を正当化できる場合がある。」



化合物特異的許容摂取量
化合物

（CAS No.） 化学構造 経路 AI 又は PDE
（µg/day） 備考

閾値なし（変異原性）機序
1,2-Dibromoethane すべて 2 AI TD50からの直線外挿

Epichlorohydrin すべて 3 AI TD50からの直線外挿

Ethyl bromide すべて 32 AI TD50からの直線外挿

Styrene すべて 154 AI TD50からの直線外挿

閾値あり機序含む

Acetaldehyde
経口 2,000 PDE 食品からの平均摂取量

その他 185 AI 吸入試験

Formaldehyde
吸入 8,000 or 215 ppb AI 予測モデル

その他 10,000 PDE 食品からの平均摂取量

Vinyl acetate
経口 2,000 PDE 食品からの平均摂取量

その他 758 AI 吸入試験



本日の内容

1．イントロダクション
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AIの算出例①：epichlorohydrin

 経口、皮下、吸入投与で接触部位に腫瘍性変化

 最も高感受性の腫瘍性変化：ラット（強制）経口投与
試験で前胃扁平上皮癌

 2用量群：2、10 mg/kg/日（週5回）
→1.43、7.14 mg/kg/日（週7回に換算）

 TD50：2.55 mg/kg/日

 他の試験と比較して頑健性が高いと判断

AI： 3 μg/日（2.55 (mg/kg/日) ÷ 50000×50 (kg) ＝ 2.55 μg/日）



AIの算出例②：styrene

 がん原性試験

 マウス吸入投与で肺腫瘍、TD50は154 mg/kg/日

 ラット吸入投与で乳腺腫瘍、TD50は23.3 mg/kg/日

 他のデータからラットでは発がん性はないとされている
こと、マウス経口投与試験でも肺腫瘍が認められている
ことから、マウス肺腫瘍に基づくTD50（154 mg/kg/
日）からAIが算出された

AI： 154 μg/日（154 (mg/kg/日) ÷ 50000×50 (kg) ）



AI及びPDE（環境中曝露）の算出例：
acetaldehyde
 がん原性試験
 ラット吸入投与試験で鼻扁平上皮癌、鼻腺癌
 ラット経口（飲水）投与試験では明確な結論は得られ

なかった
 TD50：185 mg/kg/日（ラット吸入投与、雄の鼻腺癌）

 生体内で産生され、食品から摂取される

 ALDHによる代謝→発がん性の非線形用量反応関係に関与

経口以外のAI： 185 μg/日（185 mg/kg/日÷50000×50 (kg)）
経口PDE：食品由来の推定平均摂取量に基づく2 mg/日



投与経路を限定したAIが設定されている化合物

AI 又は PDE（µg/day）
吸入 その他 経口

化合物（CAS No.）
Dimethylcarbamoyl
chloride
(R1で収載)

0.6 5（腹腔内投与試験）

Hydrazine
(R1で収載) 0.2 39（飲水投与試験）

Acetaldehyde
(R2で収載) 185（吸入投与試験） 2,000（PDE）

Vinyl acetate
(R2で収載) 758（吸入投与試験） 2,000（PDE）

Formaldehyde
(R2で収載)

8,000又は
215 ppb
の低い方

10,000（PDE）



AI（予測モデル）及びPDE（環境中曝露）の
算出例：formaldehyde
 ラット吸入投与試験で鼻腔腫瘍

 DNA-タンパク質架橋の直接的な影響よりも、細胞致死性／
再生細胞増殖（CRCP）に起因するとみなされている

 CRCPと動物-ヒト間の気道における解剖学的特徴の差異を考慮
したヒト用量反応モデル（Conolly et al., 2004）に基づき、
1/105の発がんリスクに相当する摂取量を8.2 mgと算出

 局所刺激性及び感作性を考慮し、8 mgを24時間かけて吸入す
る場合の濃度として215 ppbを推奨

吸入AI：8 mg又は215 ppbのうち、より低い量



AI（予測モデル）及びPDE（環境中曝露）の
算出例：formaldehyde（続）
 発がん性は接触部位に限定される

 ICH M7本体 「7.5 アプローチの例外及び柔軟性」

「食品や内因性代謝（例えば、ホルムアルデヒドなど）
に由来する不純物への曝露量が極めて大きい場合、より
高い許容摂取量の設定を正当化できる場合がある。」

 経口曝露について、規制上の推奨値は 10 mg（WHO等）

PDE（吸入以外の投与経路）：10 mg



まとめ

ICH M7(R2)で7化合物のAI又はPDEが新たに設定された。

化合物特異的許容摂取量は、以下の事項も考慮した上で、
ケースバイケースで判断される。

 試験条件の頑健性

 発がん性の作用機序に関する知見

 投与経路による発がんリスクの違い

 公表されている規制限度値 等



ご清聴ありがとうございました。
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