経済産業省委託事業「ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」は、2011
年 9 月に開始しました。実施期間は、2011 年度から 2015 年度までの 5 年間であり、公的研究機関、
5 大学及び二つの毒性関係の研究機関が研究開発に従事しています。
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目標
ナノ材料には、化学組成のみならず、サイズ、形状、比表面積、表面状態など材料特性
の多様性があります。そのことが有害性に影響している可能性が指摘されているものの、
多種多様なナノ材料の全てについて詳細な評価を実施することは必ずしも現実的ではない
との指摘もあります。そのため、実社会におけるリスク管理を可能にする有害性評価の枠
組みが必要となっています。
そこで、本プロジェクトでは、多様なナノ材料の安全・安心確保のため、合理的かつ効
率的な有害性評価技術を構築することを目標とします。
具体的には、以下の図に示すように、有害性評価に段階的アプローチ（tiered approach）
を導入し、経気道暴露に係る有害性評価試験のゴールドスタンダードである吸入暴露試験
の前に二つの段階を設定します。
●

対象のナノ材料を、既に有害性評価済みのナノ材料と同等とみなすことができるかど

うかを判断（Tier 0）
●

既存のナノ材料と同等とはみなせない場合、有害性のスクリーニング試験法としての

気管内投与試験を実施（Tier 1）

図 ナノ材料の効率的な有害性評価の枠組み

目標達成のためには、初期有害性情報を得るための低コスト・簡便な有害性評価技術の
構築や有害性評価試験・評価に必要な手技・手法の確立と標準化が必要であることから、
以下の課題を設定して本研究開発を進めます。
①

ナノ材料の同等性判断のための評価技術の構築

②

初期有害性情報取得のための低コスト・簡便な有害性評価技術の構築（初期有害性評

価としての気管内投与試験法の確立）
③

ナノ材料の有害性試験・評価のための基盤技術の開発
なお、本プロジェクトでは、吸入経路の暴露（現在最も懸念される暴露経路）を対象と

し、主に「肺の炎症・線維化」を評価のエンドポイントとしています。
また、本プロジェクトにおける全ての動物試験は、実施機関ごとに倫理審査を経て、3R
精神（代替試験法の活用、動物数の削減、苦痛の軽減）に則って適正に実施しています。
以下に、これらの課題に対する研究開発項目の位置付けについて整理します。
表

研究開発の課題に関連する研究開発項目（担当機関）

実施体制

研究内容と成果（2015.6）
目次の各研究開発項目のリンクをクリックしてください。
なお、本ウェブサイトの全内容を一括ダウンロードできます。
ただし、2016 年 3 月にアップロード予定の個別の成果物、すなわち、技術解説書、標準的
手順書の試案、手法の指針等は、別途個別にダウンロードしてください。

目次
①ナノ材料の同等性判断のための評価技術の構築
①(a) 気管内投与試験によるナノ材料の相互比較による同等性判断基準の構築
実施機関：化学物質評価研究機構
①(b) 同等性評価のための試料調製技術とキャラクタリゼーション
実施機関：産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門
②

初期有害性情報取得のための低コスト・簡便な有害性評価技術の構築
②(a) 吸入暴露試験と気管内投与試験の比較検討
実施機関：産業医科大学 産業生態科学研究所
②(b-1) 気管内投与試験の標準化に関する検討：手技の標準化に関する検討
実施機関：化学物質評価研究機構
②(b-2) 気管内投与試験の標準化に関する検討：単回投与と複数回投与の比較検討
実施機関：日本バイオアッセイ研究センター
②(c) エアロゾルの安定発生手法の構築
実施機関：広島大学大学院工学研究院
②(d) エアロゾルの液相捕集手法の構築
実施機関：産業技術総合研究所 物質計測標準研究部門及び計量標準普及センター

③

ナノ材料の有害性試験・評価のための基盤技術の開発
③(a-1) ナノ材料の体内分布及び生体反応分布の定量化技術の開発
実施機関：産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門
③(a-2) PEAPOD の体内動態計測技術開発
実施機関：信州大学
③(b) ナノ材料の体内動態と生体反応に関する数理モデルの構築
実施機関：産業技術総合研究所 安全科学研究部門
③(c) 培養肺胞モデル評価系の開発と数理モデル化への利用方法に関する研究開発
実施機関：東京大学 生産技術研究所

④

国際動向の把握
実施機関：産業技術総合研究所 安全科学研究部門 及び 慶應義塾大学 医学部

①

ナノ材料の同等性判断のための評価技術の構築

研究開発項目：①(a) 気管内投与試験によるナノ材料の相互比較による同等
性判断基準の構築
実施機関：一般財団法人化学物質評価研究機構
最終目標：ナノ材料は物質を構成する元素やその比率が同一であってもサイズ（粒子径）、
形状等の物理化学的特性の異なる様々な材料が存在し、これらの物理化学的特性の違いに
よって有害性が異なる可能性が懸念されています。このため、各ナノ材料について個別に
有害性評価が必要と考えられますが、そのためには多大な費用と労力を必要とします。本
研究では、物理化学的特性の異なる複数のナノ材料の肺への有害性の違いを評価するため、
ラットを用いた気管内投与試験を行い、有害性データ（気管支肺胞洗浄液の検査、肺の病
理組織学的検査）を取得することで、ナノ材料の物理化学特性の違いによる肺有害性の違
いを明らかにし、ナノ材料の物理化学特性の違いが肺有害性に影響を与えずに同等の材料
であるとみなせる範囲＝同等性判断基準をとりまとめて公開することを目指します。
主な成果：
粒子径、形状、表面処理等の物理化学的特性が異なるナノ材料である 7 種類の TiO2、7
種類の SiO2、4 種類の NiO について、F344 ラット（雄、12 週齢）を用いた気管内投与試
験を行いました。各ナノ材料を 1 回気管内投与した後、投与 3 日後、28 日後及び 13 週後
に肺の炎症を指標とする有害性データを取得しました。
TiO2 では、形状及び結晶型（ルチル又はアナターゼ）の違いによる差はほとんどみられ
ませんでした。一方、粒子径の違いは、投与 3 日後において投与液中の粒子径が小さい材
料で肺有害性が強くみられ、肺有害性の差に寄与する可能性が示唆されました。また、
Al(OH)3 の表面処理された材料では、肺有害性が投与 28 日後以降も経続してみられ、表面
処理が長期的な肺有害性の差に寄与する可能性が示唆されました（表①(a)-1）。表面処理さ
れていない材料では、投与 28 日後以降の肺有害性は消失していました。

表①(a)-1

TiO2 の同等性判断基準の暫定案

物理化学的特性

肺有害性への影響

粒子径

粒子の大きさが急性期の肺有害性の差に寄与する可能性有り

形状
表面処理
結晶型

ほとんど影響無し
急性期及び急性期以降の肺有害性の差に寄与する可能性有り
ほとんど影響無し

SiO2 では、粒子径の違いは、投与 3 日後において投与液中の粒子径が小さい材料で肺有
害性が強くみられ、肺有害性の差に寄与する可能性が示唆されました。また、表面処理の

違いは、COOH 修飾された材料で投与 3 日後において修飾のない材料より肺有害性が弱く
みられました。このことから、表面処理の違いが投与後初期の肺有害性の差に寄与する可
能性が示唆されました。さらに、結晶性の違いは、非晶質の材料では投与 3 日後において
肺有害性がみられたものの、投与 28 日後以降の肺有害性は回復性がみられました。一方、
結晶質の材料は投与 3 日後において肺有害性が強くみられ、投与 28 日後以降も継続してみ
られたことから、結晶性の違いが投与後の初期又は長期的な肺有害性の差に寄与する可能
性が示唆されました（表①(a)-2）。

表①(a)-2

SiO2 の同等性判断基準の暫定案

物理化学的特性

肺有害性への影響

粒子径

粒子の大きさが急性期の肺有害性の差に寄与する可能性有り

表面処理
結晶性

急性期及の肺有害性の差に寄与する可能性有り
急性期及び急性期以降の肺有害性の差に寄与する可能性有り

NiO では、粒子径の違いは、投与 3 日後おいて投与液中の粒子径が小さい材料で肺有害
性が強くみられ、投与 28 日後以降も経続してみられたことから、粒子径の違いが投与後の
初期又は長期的な肺有害性の差に寄与する可能性が示唆されました。一方、形状の違いは、
繊維状の材料では投与 3 日後において肺有害性が強くみられたものの、投与 28 日後以降は
回復性がみられました。一方、球状の材料は投与 3 日後において肺有害性が強くみられ、
投与 28 日後以降も継続してみられたことから、形状の違いが投与後の初期又は長期的な肺
有害性の差に寄与する可能性が示唆されました（表①(a)-3）。

表①(a)-3

NiO の同等性判断基準の暫定案

物理化学的特性
粒子径
形状
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肺有害性への影響
粒子の大きさが急性期及び急性期以降の肺有害性の差に寄与
する可能性有り
急性期及び急性期以降の肺有害性の差に寄与する可能性有り

研究開発項目：①(b) 同等性評価のための試料調製技術とキャラクタリゼー
ション
実施機関：産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門
最終目標：有害性試験に対してナノ材料分散液を供給し、それら試料のキャラクタリゼー
ションを行います。気管内投与試験のための試料調製及びキャラクタリゼーションの方法
や留意点について、技術解説書をとりまとめて公開します。
主な成果：
ナノ材料有害性の評価技術構築のための動物試験に使用する試料として、
・世の中で良く使われており、汎用性が高い材料
・多様な形状・サイズのナノ粒子が市販品として容易に入手可能
の観点から二酸化チタンを選択し、その他の試験ナノ材料を調製する上での基本となる標
準的な分散液の調製手順を確定しました。
二酸化チタンについては、分散液の pH が 7（中性）付近で粒子凝集が起こりやすくなる
ことが分かったため、純水溶媒の替わりに、生体に有害性が少ないと考えられている分散
剤である、リン酸二ナトリウム（DSP）を加えた溶媒を用いました。なお、二酸化チタン
以外の試験材料では、分散剤を含まない純水溶媒で調製が可能でした。二酸化チタンに関
しては、粒子の直径が 6～1,000 nm、粒子形状が球状（アスペクト比 1）から針状（アスペ
クト比 13）、粒子表面を水酸化アルミニウムで修飾したものと無修飾のもの等、同物質で
多様なサイズ、形状、表面状態の材料を用いて調整した分散液を有害性試験用試料として
供給しました。
次に、比較的有害性が低い二酸化チタンに対して、有害性が高いことが予想される材料
として、酸化ニッケルを選びました。酸化ニッケルについても、直径 18～300 nm の球状
粒子、アスペクト比 1,000 の繊維状粒子などを供給しました。
また、結晶性によって有害性が異なると予想される二酸化ケイ素について、非晶質のも
のと結晶質（α 石英）のものを選び試料を調製しました。非晶質に関しては、異なる直径
（10, 70 nm）や表面修飾（水酸化アルミニウム、カルボン酸）のものが市販品として入手
可能でしたが、結晶質のものは、市販品の粒子サイズが限定されていたため、粉砕加工や
粒径選別の操作を行って供給しました。結晶質二酸化ケイ素を粉砕する際には、粉砕加工
の影響で結晶質の一部が非晶質に変質することが考えられたため、非晶質成分をアルカリ
溶解で減少させ、X 線回折分析によって非晶質成分の定量評価を行いました。
その他、複数の報告で有害性が報告されているが、試験動物体内における溶解性が少な
いと思われる酸化セリウムの分散液も提供しました。
これまでに動物試験用に提供した試料の調製に使用した材料を表①(b)に示します。
さらに、ナノ粒子の物理化学特性として、ISO や OECD 等で示される標準的なキャラク
タリゼーション項目を考慮して、電子顕微鏡による形状や一次粒子径の評価、比表面積測

定とその結果からの粒子径換算、ゼータ電位と等電点の測定、X 線回折などによる結晶構
造評価、動的光散乱法による分散液中の粒子径（二次粒子径）測定等の項目について評価
し、供給試料全体に対するキャラクタリゼーションの整理を進めています。

表①(b) 動物試験用に提供した試料の調製に使用した材料リスト
物質名

結晶型・結晶性

粒子径（カタログ値、nm）

形状

アナターゼ

球状

6

ルチル／アナターゼ

球状

21

二酸化

ルチル

紡錘状

長径 29、短径 8

チタン

ルチル

紡錘状

長径 50-100、短径 10-20

ルチル

紡錘状

長径 50-100、短径 10-20

(Al(OH)3 修飾）
ルチル

球状

1,000

ルチル

針状

長径 1,700、短径 130

NaCl 構造

直方体状

18

酸化

NaCl 構造

不定形

50 未満

ニッケル

NaCl 構造

直方体状

300

NaCl 構造

ワイヤー状

長径 20,000、短径 20

非晶質

球状

10

非晶質

球状

70

非晶質

球状

70

(Al(OH)3 修飾）
二酸化

非晶質

球状
(COOH 修飾）

シリコン

酸化

70

α 石英／非晶質

不定形

80、粉砕＋アルカリ溶解

α 石英／非晶質

不定形

200、粉砕

α 石英

不定形

300、（800nm 原料から分級）

α 石英

不定形

300、（1,400nm 原料から分級）

α 石英

不定形

1,400

蛍石構造

直方体状

10

セリウム

【論文等一覧へ】

②

初期有害性情報取得のための低コスト・簡便な有害性評価技術の構築

研究開発項目：②(a) 吸入暴露試験と気管内投与試験の比較検討
実施機関：学校法人産業医科大学 産業生態科学研究所
最終目標：吸入暴露試験の結果と気管内投与試験の結果との比較を通じて、初期有害性情
報取得の目的で気管内投与試験を用いるに当たってのデータ解釈上の留意点等についての
技術解説書をとりまとめて公開します。
主な成果：
吸入暴露試験の結果と気管内投与試験の結果を比較するために、肺毒性の高いナノ粒子
と低いナノ粒子を用いて吸入暴露試験と気管内投与試験を行い、肺の炎症をエンドポイン
トとして両試験の反応性を検討しました。肺毒性の高いナノ粒子として酸化ニッケルナノ
粒子、肺毒性の低いナノ粒子として、二酸化チタンナノ粒子を用いました。吸入暴露試験
に関しては、最大濃度 2 mg/m3 程度として 4 週間の吸入暴露を行い、暴露終了後 3 日、1
か月、3 か月後に解剖し、気管支肺胞洗浄液(Bronchoalveolar lavage fluid、BALF)の細胞解
析、サイトカインの濃度の測定、病理学的検討を行いました。気管内投与試験においては、
ラットに低用量として 0.2 mg、高用量として 1 mg を気管内に注入（陰性対照には蒸留水
を注入）し、3 日、1 週間、1 か月、3 か月、6 か月後に解剖し、吸入暴露試験と同じエン
ドポイントを用いて評価を行いました。
吸入暴露試験の結果では、酸化ニッケルナノ粒子においては、肺内に好中球の浸潤、好
中球のケモカインである cytokine-induced neutrophil chemoattractant (CINC)-1、CINC-2 及び
酸化的ストレスのマーカーである heme oxygenase (HO)-1 の上昇を認めましたが、二酸化チ
タンナノ粒子においては、肺の炎症及び CINC-1、CINC-2 などのケモカイン、HO-1 の増加
を認めませんでした。気管内投与試験においては、酸化ニッケルナノ粒子では、好中球の
浸潤、CINC-1、CINC-2、HO-1 が持続的に増加することを認め、一方、二酸化チタンナノ
粒子においては、これらのエンドポイントが上昇しないか、急性期における一過性の上昇
のみでした。まとめると、吸入暴露試験では、肺毒性の高い粒子は炎症を認め、肺毒性の
低い粒子は炎症を認めず、ラットへの気管内投与試験では、肺毒性の高い粒子は持続的肺
炎症、低い粒子は一過性の肺炎症を認めるのみでした。
以上のことから、吸入暴露試験と気管内投与試験は、炎症の程度は違いますが、肺毒性
の異なる粒子のランク付けにおいて同様の結果を示しました。以上のことから、気管内投
与試験は、工業ナノ材料の有害性評価のスクリーニングとして有用であることが示唆され
ました（表②(a)-1）。
二酸化チタンナノ粒子の慢性影響を評価するために、二酸化チタンナノ粒子をラットに
気管内投与し、寿命である 2 年まで最大観察期間として肺内の病態を検討しました。本試
験で使用した二酸化チタンナノ粒子は、P90 であり、結晶構造は、ルチルとアナターゼで
した。ラットに低用量として 0.2 mg、高用量として 1 mg を気管内に注入し、陰性対照と
しては、蒸留水を気管内に注入しました。気管内注入後、3 日、1 週間、1 か月、3 か月、6
か月、12 か月、24 か月後に解剖しました。エンドポイントとしては、急性期である注入後

3 日から 6 か月までは、炎症を中心としたエンドポイント、慢性期である 12 か月から 24
か月は、線維化の程度及び腫瘍の発生率としました。急性期に関しては、気管内注入後 3
日に 1 mg 注入群で BALF 中の総細胞数及び好中球数、マクロファージ数の一時的な上昇
を認めましたが、時間経過とともに陰性対照群レベルと同じレベルになりました。一方で、
0.2 mg 注入群では、陰性対照群と比較して差異は認められませんでした。BALF 中のサイ
トカインの濃度も同様の傾向を示しました。肺の病理学的所見として、気管内注入後 3 日
から 1 週ではマクロファージの一過性の浸潤が認められましたが、その後陰性対照レベル
まで低下しました。慢性期に関しては、12 か月、24 か月のみならず、全ての観察期間を通
して、線維化及び腫瘍は認められませんでした。以上から、ラットへの二酸化チタンナノ
粒子の気管内投与試験において、一過性の炎症とそれに伴うサイトカインの変化は認めら
れましたが、持続性の炎症、線維化・腫瘍は観察されませんでした。以上のことから、本
試験で使用した二酸化チタンナノ粒子は、肺への影響が低いことが示唆されました（表②
(a)-2）。
酸化セリウムナノ粒子の生体影響を検討するために、吸入暴露試験と気管内投与試験を
行い、肺炎症をエンドポイントして評価を行いました。吸入暴露試験に関しては、F344ラ
ットに低濃度(2.1 mg/m3)又は高濃度(10.2 mg/m3)の暴露濃度で4週間（6時間/日、5日/週）の
吸入暴露を行いました。1次粒子径は、8 nm程度でした。暴露終了後、3日、1か月、3か月
後に解剖し、BALFの細胞解析など炎症をエンドポイントとした解析を行いました。一方、
気管内投与試験に関しては、吸入暴露試験で使用した同一の酸化セリウム懸濁液を用いて
ラットに0.2 mg、1 mg/rat の用量で気管内注入を行いました。注入終了後、3日、1週間、1
か月、3か月、6か月後に解剖し、吸入暴露試験と同様にBALFの細胞解析等を行いました。
吸入暴露試験では、酸化セリウムは高濃度、低濃度ともBALFの好中球の増加を認めました。
気管内注入試験でも、好中球数の持続的な増加を認めました（表②(a)-3）。
さらに、新たな工業ナノ材料の吸入暴露試験と気管内投与試験を実施しています。上記
のナノ材料の吸入暴露試験と気管内投与試験の結果の類似性と相違性を検討し、初期有害
性情報取得の目的で気管内投与試験を用いるに当たってのデータ解釈上の留意点をまとめ
る予定です。

表②(a)-1

酸化ニッケルナノ粒子と二酸化チタンナノ粒子の気管内投与試験と吸入暴露試
験の結果のまとめ

表②(a)-2

表②(a)-3

二酸化チタンナノ粒子(P90)の気管内投与試験

酸化セリウムナノ粒子の気管内投与試験と吸入暴露試験の結果のまとめ

【論文等一覧へ】

研究開発項目：②(b-1) 気管内投与試験の標準化に関する検討：手技の標準化
に関する検討
実施機関：化学物質評価研究機構
最終目標：気管内投与試験実施技術者の技能確認方法も併せた、気管内投与試験の標準的
手順書の試案をとりまとめて公開します。
主な成果：
気管内投与試験の標準的な実施手順の確立
気管内投与試験の標準的な実施手順を確立するため、様々な試験条件でナノ材料の気管
内投与試験を実施し、試験条件の違いが肺有害性（炎症反応）を中心とする試験成績に及
ぼす影響を検討しました。本研究開発項目では、肺有害性の程度を定量的に比較するため、
気管支肺胞洗浄液（Bronchoalveolar Lavage、BAL）検査結果を指標としました。
検討に先立ち、BAL 採取者によるばらつきを最小にするため、BAL 採取法を規格化しま
した。まず、肺胞内を洗浄するため、カテーテルを気管に挿入し、結紮した後、カテーテ
ルから洗浄液（滅菌生理食塩水）を 7 mL 注入しました。このとき、注入圧力を一定にす
るため、注入開始時の生理食塩水の液面の高さをカテーテルから 30 cm の位置に固定して
自然落下させました（洗浄液の注入圧力は 30 cmH2O）。注入後の洗浄液は、カテーテルか
ら自然落下によって回収しました。洗浄及び回収は 2 回繰り返すこととしました。この BAL
採取法により、洗浄時のばらつきを最小限に抑えることが可能であり、作業者に関わらず
洗浄液の約 9 割を安定して回収することが可能でした。
検討では上記の BAL 採取法を用いて投与器具、投与液量、解剖時麻酔を変えて気管内投
与試験を実施し、BAL 検査結果に影響しない試験条件の範囲及び麻酔法を明らかにしまし
た。

気管内投与試験実施技術者の技能確認方法
気管内投与操作は、気管への投与器具の挿入、挿入深度の調節など注意すべきポイント
が複数あり、投与者の技能が未熟であれば、肺有害性を適切に評価できないことが懸念さ
れます。そのため、投与者が一定の投与技能を有しているか否かの判定法が必要です。そ
こで、気管内投与操作における投与過誤要因に着目して気管内投与技術者の技能確認法（案）
を作成しました（表②(b-1)）。技能確認法は、動物愛護に配慮し、動物の解剖を必要とせ
ず、投与器具の気管内への挿入操作の習熟度を高めることを目的とした第一段階と、色素
液や毒性が既知のナノ材料を気管内投与し、解剖して投与の成否を目視や炎症反応を指標
に判断する第二段階から構成しています。

表②(b-1) 気管内投与技術者の技能確認法

第一段階

技能項目

技能確認ポイント

喉頭鏡操作の習熟度を高め

・ 喉頭の解剖学的構造を理解し、喉頭鏡等を

（解剖不要） る。

用いて器具挿入箇所（喉頭口）を可視化す
ることが可能である。

投与器具挿入までの一連の ・ 動物が麻酔から覚醒する前に保定、喉頭口
操作を滞りなく実施でき

の目視確認及び器具挿入が完了する。

る。
投与器具を過誤なく気管内 ・ 挿入時に周囲粘膜を刺激することなく器具
に挿入できる。

挿入ができる。
・ 投与器具を介して気管軟骨を触知し、気管
内に挿入していることを確認する。

適切な位置まで投与器具を ・ 投与器具を適切な深さまで挿入しているこ
挿入し、投与を実施できる。

とを確認する。
・ 媒体等を投与し、投与直後に一定時間の呼
吸停止及び湿性ラッセル音を聴取する。
・ 投与後に投与器具に血液付着が無いことを
確認する。

第二段階

投与液が肺内で局在しない ・ 色素液等を投与し、投与直後に逆流がない

（解剖必要） ように投与することができ
る。

ことを目視で確認する。
・ 色素液等を投与後に解剖し、左右の肺への
分散を確認する。

媒体を気管内投与し、生体 ・ BALF 検査等により、既存研究情報や同一
反応の変化が確認されな

条件で実施した検査結果と同様であること

い。

を確認する。

気管内投与試験において結 ・ 有害性が既知の物質を投与し、既存研究情
果の再現性を確認すること

報と同様の結果が得られることを確認す

ができる。

る。

【論文等一覧へ】

研究開発項目：②(b-2) 気管内投与試験の標準化に関する検討：単回投与と複
数回投与の比較検討
実施機関：日本バイオアッセイ研究センター
最終目標：気管内投与試験の標準的手法として適切な投与回数に関する見解をとりまとめ、
研究開発項目②(b-1)による標準的手順書の試案に含めて公開します。
主な成果：
ナノ材料に対する気管内投与試験の確立に際しては、投与回数（単回、複数回）によっ
て肺有害性に違いがあるかどうかについても検討が必要です。そこで、性状や形状の異な
る 3 種類のナノ材料（二酸化チタン(TiO2)､酸化ニッケル(NiO)､多層カーボンナノチューブ
(MWCNT)）を用い、単回投与及び複数回投与（2 回投与は単回投与の 1/2 の用量、3 回投
与は 1/3 の用量、4 回投与は 1/4 の用量とし、総投与量は同じ）を行い、主に肺への影響を
比較、検討しました。また、ナノ材料の各投与回数に合わせ、媒体のみの群（媒体対照群）、
及び無処置対照群を設けました。なお、複数回投与の間隔は 1 日おきとし、総投与量は、
TiO2 :10 mg/kg、NiO: 2 mg/kg、MWCNT: 320 μg/kg としました。動物は F344 ラット（12 週
齢）を用い、投与後最長 3 か月まで飼育しました。投与終了後 3 日目、投与開始後及び投
与終了後 28 日目に気管支肺胞洗浄液（BALF）の検査を行い、投与開始後及び投与終了後
28 日目、さらに 3 か月後に、呼吸器を中心とした病理学的検索等を行いました。
TiO2、NiO、MWCNT の 3 材料とも、BALF 検査では炎症所見がみられ、NiO では強い
炎症が 28 日後まで継続しましたが、TiO2 は中等度、MWCNT は軽度でした。また、BALF
中の総蛋白、アルブミン、LDH 等の増加も NiO では 28 日後まで継続したものの、TiO2 と
MWCNT では媒体対照群と同程度か軽度の増加でした。肺重量は、NiO では 3 か月後まで
高かったのに対し、TiO2 と MWCNT では 3 か月後には媒体対照群とほとんど差はみられま
せんでした。病理組織検査では、28 日後と 3 か月後に肺胞腔内にナノ粒子を貪食（どんし
ょく）したマクロファージの出現、肺胞腔や肺胞壁又は気管支関連リンパ組織や肺関連リ
ンパ節にナノ粒子の沈着がみられました。TiO2 と NiO では肺のⅡ型上皮の過形成、NiO で
は線維化や肺胞腔内に蛋白様物質の貯留がみられました。
3 材料とも単回投与と複数回投与でみられた変化は、程度は若干違うもののいずれも質
的に同様の変化でした。投与回数による差は、投与終了後 3 日目の BALF 検査でみられま
した。TiO2 と MWCNT では、多くの項目で単回投与より複数回投与で程度が減弱しました
が、NiO では、単回投与より複数回投与で程度が増強しました。28 日後と 3 か月後の肺重
量及び病理組織検査では、3 材料ともほぼ同程度の反応でした。
以上のように、投与総量を同じにして、単回投与と最大 4 回までの複数回投与のデータ
を比較すると、反応の程度は、材料によって差がみられたものの、3 材料とも反応の質的
変化においては同じでした。したがって、いずれの投与回数においても投与による影響を
とらえることは可能であると考えられます。しかし、複数回投与による動物への負荷や実
験デザインの煩雑さを考慮すると、スクリーニング試験としての気管内投与の回数は、単
回投与で評価が十分可能であると考えます。なお、被験ナノ材料の物性等によって、投与

媒体中での分散性等を考慮して、低濃度の分散液しか調製できない場合は、複数回投与を
取り入れることも必要であると考えます。

【論文等一覧へ】

研究開発項目：②(c) エアロゾルの安定発生手法の構築
実施機関：広島大学大学院工学研究院
最終目標：気管内投与試験との比較を想定した吸入暴露試験のため、試験用エアロゾル粒
子の濃度やサイズ、形状等の制御性の改善と制御範囲の拡張、及び吸入暴露試験時に供給
するエアロゾルの性状の経時安定性の向上を図ります。最終的には吸入暴露試験用エアロ
ゾルを得る手法の指針をとりまとめて公開します。
主な成果：
吸入暴露試験に適したエアロゾル試料の調製技術と、このエアロゾル試料を用いて吸入
暴露試験を実施するための技術を検討しました。エアロゾル調製手法には既製ナノ材料の
エアロゾル化手法として種々の利点を有する噴霧乾燥法を用いました。噴霧乾燥法とは、
ナノ材料を含む懸濁液を噴霧してナノ材料を含む液滴とし、液滴から水を乾燥させること
によって、固体粒子のエアロゾルを発生させる方法です。
エアロゾルの発生と性状評価実験のために用いた実験系を図②(c)-1 に示します。マイク
ロ液滴発生装置を用いて、2 流体ノズルにナノ材料懸濁液を送り、加圧ガスによって噴霧
し液滴化しました。気流に同伴させた液滴を、加熱管に流通させました。こうした発生さ
せたエアロゾルを種々の分析装置によって分析しました。
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図②(c)-1
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実験系（エアロゾル発生装置と吸入暴露容器と種々の分析装置）

これまでに酸化ニッケルナノ粒子、二酸化チタンナノ粒子、酸化セリウムナノ粒子の懸
濁液を用いたエアロゾル発生の実験的検討を行いました。液試料性状や発生操作に係る諸
条件がエアロゾル粒子のサイズ、形態、濃度等に及ぼす影響を評価しました。また、噴霧
乾燥法の改良として、単極荷電による液滴破砕と液滴の迅速な蒸発操作が、エアロゾル粒
子の小粒子径化と高質量濃度化に特に有効であることを示しました。

多価荷電された液滴は静電斥力が表面張力よりも高くなり、液滴が破砕される Coulomb
爆発と呼ばれる現象を利用し、高濃度の単極気中イオンで液滴を荷電、破砕させることで、
より小さなナノ材料懸濁液液滴を発生させ、したがって、より小さなエアロゾル粒子を発
生することが可能となりました。また、気流に乗らず配管内で慣性衝突によって損失して
しまうほど大きな液滴を、噴霧直後に加熱することによって、損失する前に蒸発を促進し
て小さくすると、配管内での損失が抑制されたため、エアロゾル粒子の気中質量濃度を高
くすることができました。

(a)

(b)

1.00 μm
図②(c)-2

1.00 μm

酸化ニッケルナノ粒子のエアロゾル粒子の SEM 写真

(a) 改良前、(b) 改良後（液滴破砕+迅速蒸発併用）

改良したエアロゾル発生実験系を吸入暴露試験容器に接続し、1 日 6 時間、20 日間で供
給することで吸入暴露試験を実施しました。暴露容器内のエアロゾル粒子の平均粒子径は
100 nm 程度、気中質量濃度は約 2 又は約 10 mg/m3 で、試験期間中安定的に供給できるこ
とを示しました。

【論文等一覧へ】

研究開発項目：②(d) エアロゾルの液相捕集手法の構築
実施機関：産業技術総合研究所 物質計測標準研究部門及び計量標準普及センター
最終目標：任意のエアロゾル試料に適用可能な気管内投与試験用ナノ材料懸濁液作製技術
として、乾式気中分散させたナノ材料粉体を、液中に直接捕集することで、液中での物理
化学的な強制分散過程を最小限に抑えた気管内投与試験用懸濁液の作製技術を構築します。
気管内投与試験用試料作製のためのエアロゾルの液相捕集手法に関する標準的手順書の試
案をとりまとめて公開します。
粉体を物理化学的に液相中に強制分散した試料と、現実に気中分散する粉体を液中に捕
集した試料との間では、有害性に関する特性が異なる可能性があります。任意のナノ粉体
材料を気相中に乾式発生したエアロゾル粒子を液相中に直接捕集することで、吸入暴露試
験との相似則が成立しやすいと期待される気管内投与試験用懸濁液を作製する技術を開発
します。

図②(d)-1

ナノ材料の有害性評価におけるエアロゾル液相捕集法の位置付け

主な成果：
乾式気中分散された工業ナノ材料を液中に直接捕集する技術を開発しました。エアロゾ
ル液相捕集法に必要とされる技術要素は、①任意のナノ材料粉体に適用できる経時安定性
の高い乾式気中分散技術、②エアロゾル化されたナノ材料の凝集体を効率よく液相中へと
捕集する技術です。
①については、米国 NIOSH 型の振動膜式エアロゾル発生器に改良を加えることによっ
て、これまでにおいて、P25 二酸化チタン、JIS 試験用粉体（関東ローム層）を、10 mg/m3
以上のエアロゾル質量濃度で長時間安定して発生できることを実証しました（図②(d)-2(a)
及び図②(d)-3(a)参照）。

②については、過飽和状態の水蒸気をエアロゾル粒子へと核凝縮させ粒径約 3 μm 以上
の液滴へと成長させ、これらの液滴を、液面へと慣性沈着させる技術を応用しました（図
②(d)-2(b)参照）。エアロゾル液相捕集法により、気管内投与試験で使用できる P25 二酸化
チタンの懸濁液を作製できることを実証しました。エアロゾル液相捕集法を１回実施する
ことにより作製できる懸濁液の濃度及び体積は、それぞれ約 1 mg/ml 及び 5 ml – 10 ml です
（図②(d)-3(b)参照）。

図②(d)-2(a) ナノ材料粉体のための乾式気中分散システム
2(b) 凝縮成長式エアロゾル捕集器の概要

図②(d)-3(a) 乾式気中分散した P25 二酸化チタンのエアロゾル質量濃度
3(b) エアロゾル液相捕集法で作製した P25 二酸化チタンの懸濁液
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③

ナノ材料の有害性試験・評価のための基盤技術の開発

研究開発項目：③(a-1) ナノ材料の体内分布及び生体反応分布の定量化技術の
開発
実施機関：産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門
最終目標：気管内投与試験及び吸入暴露試験を行った試験動物を対象として、肺組織の切
片に対するナノメートルオーダーの高解像度による細胞の観察とミリメートルオーダーの
肺組織の広視野の観察を組み合わせ、肺組織内におけるナノ材料の体内分布と生体反応の
分布を定量化する方法を確立します。開発した方法は技術解説書としてまとめて公開しま
す。
主な成果：
生物組織は解剖による生命活動の停止とともに蛋白や脂質の流失等によって微細構造
が変化してしまいます。ナノメートルオーダーの観察が可能な透過型電子顕微鏡観察では組
織の微細構造を維持した観察試料を作製することが必要です。一方で、広範囲の光学顕
微鏡観察のためには袋状の柔らかい臓器である肺全体を薄切化する必要があります。さ
らに、生体反応分布の可視化のためには、免疫染色を利用するため抗原抗体反応を失活
させない観察試料の作製方法が必要です。以上の要求を満たす観察試料調製プロトコル
を開発し、光学顕微鏡と蛍光X線顕微鏡を用いたミリメートルオーダーの広視野でのナノ
材料の体内分布状態を観察する技術、透過型電子顕微鏡を用いて細胞中に取り込まれた
ナノ材料についてナノメートルオーダーの高解像度の分析観察技術を開発しました。さ
らに、ナノ材料の取り込みによる生体反応分布の定量化に関して、レーザー共焦点顕微
鏡を用いたミリメートルオーダーの広視野での免疫組織学的解析技術、また、透過型電
子顕微鏡を用いたナノメートルオーダーでの免疫組織学的解析技術を開発しました。
（１）ナノ材料の体内分布の定量化
二酸化チタンナノ粒子分散液をラットに気管内投与し、3 日後の肺組織の光学顕微鏡観
察像を図③(a-1)-1(a)に、10μm に収束した X 線を照射して発生したチタンの蛍光 X 線強度
をマッピングして図③(a-1)-1(b)に示します。二酸化チタンナノ粒子が気道に留まるのでは
なく周辺の肺胞まで侵入すること、二酸化チタンナノ粒子が肺中に局部的に多く取り込ま
れていることが分かります。また透過型電子顕微鏡によるナノメートルの分解能で細胞組
織内でのナノ材料の局在観察や定量元素マッピングが可能となりました。
図③(a-1)-2(a)に酸化ニッケルナノ粒子分散液を気管内投与したラットの肺胞マクロファ
ージの透過型電子顕微鏡像を示します。細胞の微細構造は明瞭に保持されており、黒色粒
子がファゴゾーム中に存在していることが分かります。電子線エネルギー損失分光法によ
るニッケルのマッピング像を図③(a-1)-2(b)に示します。黒色粒子とニッケルのマッピング
像は良く一致することから、肺胞マクロファージに取り込まれた黒色粒子は酸化ニッケル
であると判定されます。

図③(a-1)-1

二酸化チタンナノ粒子分散液をラットに気管内投与
(a) 3 日後の肺組織の光学顕微鏡観察像
(b) チタンの蛍光 X 線強度をマッピング

図③(a-1)-2

酸化ニッケルナノ粒子分散液をラットに気管内投与
(a) 肺胞マクロファージの透過型電子顕微鏡像
(b) 電子線エネルギー損失分光法によるニッケルのマッピング像

（２）ナノ材料の生体反応分布の定量化
ナノ材料の生体反応分布に関しては、レーザー共焦点顕微鏡によるサブミリメートルの
分解能と透過型電子顕微鏡によるナノメートルの分解能での免疫組織学的解析手法を確立
しました。ナノ材料の生体反応として、炎症性 M１マクロファージの表面レセプターの一
つである Toll 様受容体 4（TLR4）の産生とナノ粒子投与量との相関性に関する先行研究か
ら、TLR4 産生に注目しました。
酸化ニッケルナノ粒子を吸入暴露し１か月後のラット左肺の位相差観察像及び蛍光観察
像を図③(a-1)-3(a)及び図③(a-1)-(b)にそれぞれ示します。図③(a-1)-3(a)中の肺胞マクロファ
ージと図③(a-1)-(b)中の蛍光発光箇所が一致することから、肺胞マクロファージが TLR4 を
産生して FITC 標識によって蛍光発光していることが分かります。
図③(a-1)-4(a)に酸化ニッケルナノ粒子を吸入暴露し１か月後のラット左肺の肺胞マクロ
ファージ TEM 像を示します。黒色の凝集粒子近傍の拡大像を図③(a-1)-4(b)に、肺胞マク
ロファージの端部の拡大像を図③(a-1)-4(c)に示します。図③(a-1)-4(b)中に矢印で示すよう
にマクロファージによる黒色の酸化ニッケルナノ粒子の貪食が観察されます。図③
(a-1)-4(c)中矢印で示すようにマクロファージ端部には 2 次抗体の金コロイド標識が観察さ
れ、TLR4 の産生を示しています。この金標識粒子を数的にカウントすることによって、
TLR4 の産生量を相対的に評価することができます。

図③(a-1)-3

酸化ニッケルナノ粒子を吸入暴露し１か月後のラット左肺
(a) 位相差観察像、(b) 蛍光観察像

図③(a-1)-4

酸化ニッケルナノ粒子を吸入暴露し１か月後のラット左肺

(a) 肺胞マクロファージ TEM 像、(b) 黒色の凝集粒子近傍の拡大像、
(c) 肺胞マクロファージの端部の拡大像
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研究開発項目：③(a-2) PEAPOD の体内動態計測技術開発
実施機関：信州大学
最終目標：CNT（カーボンナノチューブ）の体内動態の解析のため、CNT の中空部分に特
定の原子又はその化合物を内包した PEAPOD（ピーポッド）を作製し、体内動態を計測す
る技術を確立します。CNT の体内動態試験のための PEAPOD の作製・評価・応用に関す
る技術解説書をとりまとめて公開します。
主な成果：
既存の計測技術では非破壊分析が困難な炭素材料である繊維状のカーボンナノチューブ
（CNT）の体内動態計測技術として、CNT の形状をいかし中空に造影物質（金属塩類）を
封入した PEAPOD を開発しています。これまでに、塩化ガドリニウム、塩化白金、塩化金、
ヨウ素等の金属を CNT 中空に封入することに成功しました。
MRI 撮影における評価では、塩化ガドリニウムを封入した CNT（Gd-Peapod）を撮影した
ところ、加工前のものと比較して、信号の有意な上昇を認め、Peapod が MRI で評価が可
能であることを確認しました。さらに、Gd-Peapod を尾静脈投与したラットの肺を MRI で
評価しました。その結果、CNT が集積した肺は CNT 未投与の肺や、Pristine CNT を投与し
た肺と比較して信号の上昇を認めました。この結果から生体組織や臓器においても、集積
した Peapod-CNT によって MRI 撮影によって評価が可能であることを確認しました（図③
(a-2)）。

図③(a-2)
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Gd-Peapod の評価

研究開発項目：③(b) ナノ材料の体内動態と生体反応に関する数理モデルの
構築
実施機関：産業技術総合研究所 安全科学研究部門
最終目標：プロジェクトで実施した吸入暴露試験や気管内投与試験の結果を数理モデルに
よって記述するとともに、ナノ材料の体内動態と生体反応との関係を表す一般的な生理学
的数理モデルとして構築します。
主な成果：
（１）気管内投与後のナノ材料の肺クリアランスと他臓器への移行
呼吸器経路でナノ材料に暴露することによって生じる有害性を理解するためには、ナノ
材料の体内動態、すなわち、肺での滞留や他臓器への移行に関する情報が重要です。その
ため、ナノ材料をラットに気管内投与し、肺、気管支肺胞洗浄液（BALF）、肺関連リン
パ節、その他主要臓器のサンプルを経時的に採取して、ICP-MS 等の分析装置で各臓器中
のナノ材料を定量するとともに、その結果を数理モデルによって解析します。
これまで、ナノ材料による体内動態の違いを明らかにするために、複数の二酸化チタン
ナノ材料、酸化ニッケルナノ材料、二酸化ケイ素ナノ材料を用いた気管内投与試験（研究
開発項目①）について評価を行ってきました。
図③(b)-1 は、異なる物理化学的特性を有する７種の二酸化チタンナノ材料をラットに気
管内投与した後の肺からのクリアランス速度を比較したものです。水酸化アルミニウムで
表面処理した材料（図中の TTO-S-3 コート有り）でクリアランス速度が遅かったことを除
けば、サイズや形状の違いは、肺からのクリアランスにそれほど影響を与えませんでした。
また、材料によらず、用量が大きくなれば肺からのクリアランス速度が遅くなるという傾

肺クリアランス速度定数 k [/day]

向が観察されました（Shinohara et al. in print）。
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図③(b)-1
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異なる物理化学的特性を有する二酸化チタンナノ材料の肺クリアランス速度
（*P25 のみ用量は 0.75、1.5、6.0 mg/kg 体重）

（２）静脈注射試験での主要臓器への分配
一般に、呼吸器経路で暴露したナノ材料のうち肺から他臓器へ移行する割合は多くない
ので、その移行量を定量的に把握するのは容易ではありません。
そこで、暴露したナノ材料が体内に入り血流に乗った後の状況を検討するため、静脈注
射試験を実施して、主要臓器への分配や、それら臓器での濃度の減衰を評価しました。こ
れまで、複数の二酸化チタンナノ材料と酸化ニッケルナノ材料について試験を行いました。
図③(b)-2 は、二酸化チタンナノ材料を 1 mg/kg 体重の用量で尾静脈に単回投与したラッ
トでの試験結果を表しています。投与後１か月まで観察しましたものです。投与後にナノ
材料が主に分配される臓器は、肝臓と脾臓でした。また、それらの臓器での濃度の減衰は
遅いことが分かりました（Shinohara et al. 2014b）。

図③(b)-2

二酸化チタンナノ材料の静脈注射試験の結果：主要臓器への分配と濃度の減衰

（３）気管内投与後のナノ材料の肺での局在
研究開発項目②では、吸入暴露試験と気管内投与試験の比較が行われています。気管内
投与試験に対して指摘されていることの一つは、ナノ材料の肺内での分布の様子が、吸入
暴露した場合と異なるのではないかということです。
暴露したラットの肺におけるナノ材料の分布の様子を定量的に確認するため、肺組織切
片を蛍光エックス線顕微鏡で観察するという方法を用いています（Zhang et al. 2015）。

図③(b)-3

二酸化チタンナノ材料を気管内投与した肺（右肺副葉）のチタン分布
（3.3 mg/kg × 3 回投与（合計 10 mg/kg））

図③(b)-3 は、二酸化チタンナノ材料を 10 mg/kg 体重の用量で気管内投与したラットの右
肺副葉の組織切片を 100 µm mesh の解像度で観察したものです。チタン濃度が高い領域と、
バックグランドと同程度の領域とがあることが分かります。
この技術を用いて、気管内投与と吸入暴露の比較、単回の気管内投与と複数回の気管内
投与との比較を行っています。また、免疫染色した組織切片を用いて、肺でのナノ材料の
局在とマクロファージの集簇との関係も調べています。
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研究開発項目：③(c) 培養肺胞モデル評価系の開発と数理モデル化への利用方
法に関する研究開発
実施機関名：東京大学 生産技術研究所
最終目標：ヒト株細胞やラット初代培養系を用いた培養肺胞モデル評価系を開発し、そこ
から得られた結果から、数理モデルに利用可能な各種物理化学的・生物学的パラメータ取
得の方法を確立し、併せて適切な利用方法を提案します。
ナノ粒子の体内取り込みや動態・影響発現を記述・予測するための数理モデルを精緻化す
るため、個体への摂取経路となる肺胞について、培養細胞からなる実験モデルを構築、そ
こでの障害性や透過性を簡単な数理モデルにて記述することを目指しています。
主な成果：
ヒトの株細胞を用いる肺胞モデルについては、市販の半透膜培養器（カルチャーインサ
ート）上で、A549 細胞と、THP-1 細胞から分化誘導されたマクロファージ様の細胞との共
培養系を確立しました。すなわち、肺胞上皮層としての A549 細胞単層の上に、肺胞マク
ロファージとしての THP-1 分化誘導マクロファージ様細胞を付着させたものです。まず、
ナノ粒子暴露時には、共培養系ではマクロファージが粒子を貪食することで結果的に上皮
に直接暴露される粒子が少なくなり、障害性は低減されることを確認しています。また、
粒子の透過性については、肺胞内部側（共培養上皮の上側）に暴露した粒子が、時間と共
にどのように移行するかの実験を行いました。この実験系にて、肺胞内部・細胞層・血液
側（共培養層の下側）の三つのコンパートメントの粒子存在量の時間推移は、３コンパー
トメント間に動的平衡を仮定した数理モデルにて、おおむね記述ができました。粒子の 24
時間後の透過率はおおむね数％以下で、THP-1 分化誘導マクロファージ様細胞の存在によ
って、この率は顕著に低減しました。
一方、動物個体試験と平行して働く in vitro の評価系として、ラット初代培養肺胞モデル
の構築と利用にも取り組んでいます（図③(c)参照）。ラット初代培養の場合には、精製が
可能な II 型上皮細胞を適切な薄い密度でカルチャーインサート上に播種することで、ほぼ
実際の肺胞内部と同様に極めて薄い I 型上皮の連続単層を形成することに成功しました。
実際に、経上皮電気抵抗値の時間推移や最終的な細胞の形態を示します。II 型を示す A549
株細胞では、個別細胞の面積は小さく密な単層を形成するものの、電気抵抗値は極めて低
いままでしたが、初代培養肺胞上皮細胞の場合には、１週間程度で細胞の面積が非常に大
きい I 型特有の形態へと変化しました。それらの細胞は肺胞のような連続した薄い単層を
形成しましたが、II 型様細胞の A549 とは全く異なり、電気抵抗値はその 10 倍程度の極め
て高い値をとって、そのまま１週間程度は維持されました。このように、実際の生体内の
肺胞上皮と同様に、極めて薄いが高いバリアー機能をもった培養肺胞上皮の形成に成功し
ています。また、この上に別途採取した肺胞マクロファージを播種すると、強固に付着し
そのまま安定に維持されたことから、初代培養の共培養肺胞モデルの構築に成功したとい
えます。

現在、様々な粒子について、障害性と透過性の実験を行い、その数理モデルでの記述・
評価へと研究を進めています。

図③(c) ラット初代培養肺胞モデルの構築

【論文等一覧へ】

④

国際動向の把握

実施機関：産業技術総合研究所 安全科学研究部門 及び 慶應義塾大学 医学部
最終目標：OECD/WPMN（工業ナノ材料作業部会）や ISO/TC229（ナノテクノロジー専門
委員会）といった国際機関での標準化等に関する議論や、米国や EU 等における規制動向
を随時モニタリングし、プロジェクトメンバー等に発信します。また、プロジェクトにお
いて得られた成果を、上記の国際機関等の議論に適時的かつ効果的に発信します。
主な成果：
OECD への私達のプロジェクト成果の発信
（１）OECD 吸入テストガイドライン（TG）改正作業への貢献
WPMN の下で米国 EPA が主導した吸入 TG 改正 SPSF（作業提案書）作成作業に、2013
年 5 月からプロジェクトメンバーが参加し、気管支肺胞洗浄（BAL）分析の必須化等に貢
献しました。この SPSF は、2013 年 11 月に WPMN から WNT（TG 作業部会）に提出され、
2014 年 4 月の WNT 第 26 回会合で採択されました。
2015 年 5 月に WNT に設けられた吸入 TG 改正専門家グループ（議長：米国 EPA）にプ
ロジェクトメンバーが参加しています。専門家グループは、まず、TG 412（亜急性吸入毒
性：28 日間試験）及び TG 413（亜慢性吸入毒性：90 日間試験）の改正案の作成に注力し、
肺負荷量測定の実施可能性も検討します。次に、急性吸入毒性試験に関するガイダンス文
書（GD）39 の改正案も作成する見込みですが、そこで、注入や送気による投与について
記述を加えることが提案されています。
【外部リンク→OECD-TG（第 4 章：健康影響）のダウンロードサイト】
【外部リンク→OECD-GD のダウンロードサイト】
（２）WPMN 専門家会合での私達のプロジェクト成果の発表
WPMN/SGTA（試験評価プロジェクト運営グループ）の下で、代表的工業ナノ材料のた
めの安全性試験スポンサーシッププログラムで得られた経験を踏まえ、一般化学物質のた
めに制定された TG のナノ材料への適用可能性を検討するため、一連の材料横断的ワーク
ショップ（専門家会合）が開催されました。そのうち、ナノ材料のトキシコキネティクス
に関する専門家会合（2014 年 2 月韓国ソウルで開催）及びナノ材料のカテゴライゼーショ
ンに関する専門家会合（2014 年 9 月米国ワシントン DC で開催）で、プロジェクトメンバ
ーが以下のテーマでプロジェクト成果を発表しました。
蒲生昌志 Intratracheal Administration Study for Initial Characterization of Toxicokinetics of
Nanomaterials
蒲生昌志

Development of Equivalence Criteria for Nanomaterials by Intratracheal

Administration Study
両専門家会合の結果報告書は、2016 年に一般公開される見込みです。

さらに、吸入毒性試験専門家会合（プロジェクト開始から間もない 2011 年 10 月にオラ
ンダ・ハーグで開催）では、プロジェクトメンバーが以下のタイトルで先行プロジェクト
の成果を発表し、「予算・時間の制約下でナノ材料の多様性に対応する上で吸入試験と注
入試験の組合せが有効である」と主張しました。
五十嵐卓也

Japan's approach to inhalation toxicity testing of CNTs in the NEDO Project

(P06041)
この専門家会合の結果報告書は、OECD 工業ナノ材料の安全性シリーズとして 2012 年 6
月に一般公開されました。【外部リンク→報告書 PDF 498 KB】
このほか、2015 年 2 月の WPMN 会合で、プロジェクトメンバーが in vivo 吸入毒性スク
リーニング試験方法に関する情報共有セミナーの開催を提案し、了承されました。気管内
投与試験方法と短期吸入試験方法（BASF 社が中心になって開発したもの）に関する最新
の研究成果を紹介するセミナーです。2015 年 9 月 21～22 日にワシントン DC で開催され
る上記 1)の吸入 TG 改正専門家グループ会合と併せて、米国 EPA のホストによって開催し
ます。

図④

WPMN 会合の休憩時間の様子（2014 年パリ OECD 本部）

（３）グルーピング・同等性・類推の概念の使用・開発に関する調査を主導
WPMN/SGAP（リスク評価規制制度プロジェクト運営グループ）の下で、プロジェクト
メンバーが「規制制度でのナノ材料のヒト・生態系有害性評価のための物理化学的特性に
基づいたグルーピング・同等性・類推の概念の使用・開発に関する調査」を提案し、その
プロジェクトリーダーを務めています。2013 年 10～12 月に WPMN 参加国を対象とするア
ンケート調査を実施し、前述の 2014 年 9 月のカテゴライゼーション専門家会合で調査結果
の概要について基調講演を行いました。
調査報告書は、その案が 2015 年 11 月の WPMN 会合に提出され、2016 年に一般公開さ
れる見込みです。化学物質のグルーピングに関する OECD-GD 194 では、同等性という概

念は示されていませんが、この調査では、グルーピングや類推と共に同等性を一つの柱と
して取り上げており、私達のプロジェクトの成果を紹介する絶好の機会となっています。
【外部リンク→化学物質のグルーピングに関する GD PDF 1853 KB】
（４）WPMN の安全性試験スポンサーシッププログラムの下で、ドイツとフランスが共同
スポンサーを務めたナノ二酸化チタンのドシエに対して、ドイツの要請に応じて、プロジ
ェクトで実施したラットへの静脈注射による体内動態試験のデータを 2013 年 3 月末に提供
しました。8 ナノ材料のドシエが 2015 年 6 月 9 日に、銀ナノ粒子のドシエがその 1 週間後
に、OECD のウェブサイトから一般公開されましたが、ナノ二酸化チタンのドシエは、ナ
ノ酸化亜鉛のドシエと同じく、2015 年 8 月 1 日現在、まだ一般公開されていません。
【外部リンク→OECD ドシエのダウンロードサイト】

ISO/TC229 への私達のプロジェクト成果の発信
（５）TC229/WG3（健康・安全・環境）の下で、米国 NIOSH 主導による技術報告書 ISO/TR
18637「ナノ物体及びその凝集体のための作業暴露限界（OEL）及び作業暴露バンド（OEB）
の設定の一般的枠組み」の作成作業にプロジェクトメンバーが参加し、同等性に関する記
述を盛り込む等、吸入リスク評価に関する我が国の研究成果を大きく反映させました。こ
の技術報告書は、2016 年に発行される見込みです。
【外部リンク→ISO/TC229 規格・プロジェクト一覧】

【論文等一覧へ】

研究成果報告会（2016.1）
ナノ材料の効率的な有害性評価技術
（経済産業省ナノ安全プロジェクト研究成果報告）
■開催趣旨：
「ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」は経済産業省委
託事業として、公的研究機関、5 大学及び二つの毒性関係の研究機関によって 2011 年 9 月
に開始され、本年度が最終年度となります。本プロジェクトでは、多様なナノ材料の安全・
安心確保のため、合理的かつ効率的な有害性評価技術を構築することを目標とし、ナノ材
料の吸入毒性を比較的簡便にスクリーニング評価する方法である「気管内投与試験」の開
発にとくに力を入れてきました。
本講演会では、
「気管内投与試験」に関する内容を軸に、プロジェクトで取り組んできた研
究の成果を織り交ぜて紹介します。合理的かつ効率的な有害性評価技術の普及が、ナノ材
料の更なるイノベーションをもたらすことを願っています。
■日時：平成 28 年 1 月 27 日（水）13:00〜16:40
■場所：東京ビッグサイト

会議棟 6 階

606 会議室（nano tech 2016 に併催して開催）

■主催：ナノ安全プロジェクト研究実施機関
■参加申込：オンライン登録（参加費無料、定員 100 名、定員になり次第締切）
研究成果報告会は終了いたしました。
■プログラム：
13:00-13:05

開会

13:00-13:05

挨拶

・奥村 浩信（経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質リスク評価室 企画官）
13:05-13:15

プロジェクト概要と講演会趣旨

・本田 一匡（産業技術総合研究所 安全科学研究部門 研究部門長）
13:15-13:50

基調講演

・広瀬 明彦（国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター 安全性予測評価部長）
−−−

気管内投与試験によるナノ材料の有害性スクリーニング

13:50-14:15

−−−

吸入暴露試験と気管内投与試験の比較

・森本 泰夫（産業医科大学 産業生態科学研究所 呼吸病態学研究室 教授）
14:15-14:40

気管内投与試験の標準的手法

・加納 浩和（日本バイオアッセイ研究センター 試験管理部 経口等試験室 室長）
14:40-14:55

休憩

14:55-15:20

気管内投与試験のための試料調製技術

・川口 建二（産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 副研究部門長）
15:20-15:45

気管内投与試験による材料間比較に基づく同等性判断基準の検討

・大嶋 浩（一般財団法人化学物質評価研究機構 日田事業所 試験第二課 主任）

−−−

トピックス

15:45-16:10

−−−

ナノ材料の体内動態の評価

・篠原 直秀（産業技術総合研究所 安全科学研究部門 リスク評価戦略グループ 主任研究員）
16:10-16:35

ナノ材料に関する国際規制動向

・五十嵐 卓也（産業技術総合研究所 安全科学研究部門 主任研究員）
16:35-16:40

閉会

■事務局：
「ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」プロジェクト事
務局
E メール：

論文等一覧
①

ナノ材料の同等性判断のための評価技術の構築
①(a) 気管内投与試験によるナノ材料の相互比較による同等性判断基準の構築
実施機関：化学物質評価研究機構

Tsubokura Y, Oshima Y, Kobayashi T, Kikuchi J, Hashizume N, Nakai M, Ajimi S,
Imatanaka N, Furukawa F (2013). Pulmonary toxicity of several nano TiO2 by intratracheal
administration in rats. 6th International Symposium on Nanotechnology, Occupational and
Environmental Health. P-02-042. (Aichi, October 28-31, 2013)

①(b) 同等性評価のための試料調製技術とキャラクタリゼーション
実施機関：産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門

②

初期有害性情報取得のための低コスト・簡便な有害性評価技術の構築
②(a) 吸入暴露試験と気管内投与試験の比較検討
実施機関：産業医科大学 産業生態科学研究所

Yoshiura Y, Izumi H, Oyabu T, Hashiba M, Kambara T, Mizuguchi Y, Lee BW, Okada T,
Tomonaga T, Myojo T, Yamamoto K, Kitajima S, Horie M, Kuroda E, Morimoto Y (2015).
Pulmonary toxicity of well-dispersed titanium dioxide nanoparticles following intratracheal
instillation. J Nanopart Res. 17(6), 241.
Morimoto Y, Izumi H, Kuroda E (2014). Significance of persistent inflammation in
respiratory disorder induced by nanoparticles. J Immunol Res. 2014, ID 962871.
森本 泰夫，和泉 弘人，友永 泰介 (2014). ナノ粒子の生体影響. 呼吸器内科. 25(6),
571-577.
森本 泰夫，和泉 弘人，山本 和弘 (2014). ナノマテリアルの健康影響に関する現状と対
策. 日本臨床. 72(2), 353-360.
森本 泰夫，和泉 弘人 (2014). 「ナノ粒子と呼吸器疾患」. Annual Review 呼吸器 2014. 中
外医学社. 119-126.
森本 泰夫，堀江 祐範，北島 信一，福島 昭治，武林 亨 (2013). 工業用ナノ材料の有害
性評価に向けた気管内投与試験と吸入暴露試験の所見の比較. 日本衛生学雑誌. 68(3),

161-167.

②(b-1) 気管内投与試験の標準化に関する検討：手技の標準化に関する検討
実施機関：化学物質評価研究機構
小林 俊夫，大嶋 浩，坪倉 靖祐，菊池 純一，橋爪 直樹，井上 義之，中井 誠，安心院 祥
三，古川 浩太郎，今田中 伸哉，坪倉靖祐 (2014). ナノ材料の気管内投与試験の試験法標
準化に向けた検討～投与器具及び投与液量の影響～. 第 41 回日本毒性学会学術年会. J
Toxicol Sci. 39 (Suppl), S266. (神戸, 2014 年 7 月 2～4 日)
坪倉 靖祐，大嶋 浩，小林 俊夫，菊池 純一，橋爪 直樹，井上 義之，中井 誠，安心院 祥
三，古川 浩太郎，今田中 伸哉，小林俊夫 (2014). ナノ材料の気管内投与試験の試験法標
準化に向けた検討～解剖時麻酔法の違いが BALF 検査結果に与える影響～. 第 41 回日本
毒性学会学術年会. J Toxicol Sci. 39 (Suppl), S338. (神戸, 2014 年 7 月 2 日～4 日).
Kobayashi T, Oshima Y, Kikuchi J, Tsubokura Y, Hashizume N, Nakai M, Ajimi S,
Imatanaka N, Furukawa F (2013). Effect of study conditions on the toxicity by intratracheal
administration of nano TiO2 in rats, 6th International Symposium on Nanotechnology,
Occupational and Environmental Health. P-02-043. (Aichi, October 28-31, 2013).

②(b-2) 気管内投与試験の標準化に関する検討：単回投与と複数回投与の比較検討
実施機関：日本バイオアッセイ研究センター
鈴木 正明，加納 浩和，妹尾 英樹，近藤 ひとみ，戸谷 忠雄，齋藤 美佐江，大西 誠, 相
磯 成敏，福島 昭治 (2015). 多層カーボンナノチューブの気管内投与による生体影響：投
与回数の違いによる比較. 第 42 回日本毒性学会学術年会要旨集. J Toxicol Sci. 40 (Suppl),
S248. (金沢, 2015 年 6 月 29 日～7 月 1 日).
妹尾 英樹, 加納 浩和, 近藤 ひとみ, 高信 健司，梅田 ゆみ,

相磯 成敏, 福島 昭治

(2015). BALF 検査における麻酔法の検討 3 種混合麻酔の問題点‐. 第 88 回日本産業衛生学
会講演集. 産業衛生学雑誌. 57 (臨時増刊号), 252. (大阪, 2015 年 5 月 13 日～16 日)
鈴木 正明，加納 浩和，妹尾 英樹，近藤 ひとみ，戸谷 忠雄，齋藤 美佐江，相磯 成敏，
福島 昭治 (2014). 酸化ニッケルナノ粒子の気管内投与による生体影響：投与回数の違い
による比較. 第 41 回日本毒性学会学術年会要旨集. J Toxicol Sci. 39 (Suppl), S338. (神戸,
2014 年 7 月 2 日～4 日).
近藤 ひとみ, 戸谷 忠雄，加納 浩和, 鈴木 正明, 妹尾 英樹, 相磯 成敏, 福島 昭治
(2014). 酸化ニッケルナノ粒子のラットへの気管内投与による肺毒性：投与回数の違いに

よる検討（BALF 検査). 第 87 回日本産業衛生学会講演集. 産業衛生学雑誌. 56 (臨時増刊号),
450. (岡山, 2014 年 5 月 21 日～24 日)
妹尾 英樹, 加納 浩和, 鈴木 正明, 高信 健司, 梅田 ゆみ, 相磯 成敏, 福島 昭治 (2014).
酸化ニッケルナノ粒子のラットへの気管内投与による肺毒性：投与回数の違いによる検討
（病理組織学的検査). 第 87 回日本産業衛生学会講演集. 産業衛生学雑誌. 56 (臨時増刊号),
449. (岡山, 2014 年 5 月 21 日～24 日)
妹尾 英樹，加納 浩和，鈴木 正明，大西 誠，笠井 辰也，高信 健司，梅田 ゆみ，相磯 成
敏，福島 昭治 (2013). ナノマテリアルの生体影響評価における気管内投与法の有用性と
活用方法. 第 28 回発癌病理研究会. 25. (沖縄, 2013 年 8 月 26 日～28 日).
鈴木 正明，加納 浩和，妹尾 英樹，近藤 ひとみ，戸谷 忠雄，齋藤 美佐江，相磯 成敏，
福島 昭治 (2013). 二酸化チタンの気管内投与による生体影響：動物の系統の違いによる
比較. 第 40 回日本毒性学会学術年会要旨集. J Toxicol Sci. 38 (Suppl), S352. (千葉, 2013 年 6
月 17 日～19 日).
鈴木 正明, 加納 浩和, 山崎 一法, 近藤 ひとみ, 戸谷 忠雄, 齋藤 美佐江, 妹尾 英樹, 相
磯 成敏, 福島 昭治 (2012). 二酸化チタンの気管内投与による生体影響：投与回数の違い
による比較. 第 39 回日本毒性学会学術年会要旨集. J Toxicol Sci. 37 (Suppl I), S228. (宮城,
2012 年 7 月 17 日～19 日).
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