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REACH 付属書Ⅶ及びⅧを修正する委員会規則草案の公表 

2015 年 10 月 20 日 

 

2015 年月 10 日 1 日に皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、皮膚感作性

及び急性毒性に関して REACH 附属書Ⅶ及びⅧを修正する委員会規則草案が欧州委員会か

ら WTO/TBT 通報されて公表された。1) 2) 3) 

 

改正の背景と今後 

REACH 付属書Ⅶにおいては皮膚感作性に対する in vivo 試験及び付属書Ⅷにおては皮膚

刺激性及び眼刺激性に対する in vivo 試験が要求されているが、近年のこれらの試験に関す

る代替試験法の進歩によって、OECD 試験に代替試験方法の幾つかのガイドラインが採択

されている。これらの代替試験法の進歩を考慮して、現在の附属書Ⅶ及びⅧにおける in 

vivo 試験による標準的要求事項の見直しがなされるべきと判断された。 

本修正委員会規則は、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、皮膚感作

性及び急性毒性に関しての代替試験法及びアプローチの科学的進歩を反映させるために

REACH 附属書Ⅶ及びⅧにおける規定を修正するものである。 

今後、WTO における 60 日のコンサルテーションの後、Comitology 手続きを経て 2016 年

第１四半期に採択される予定である。 

 

 

 

本規則の全文翻訳（仮訳)を以下に示す： 

 

規則本文： 

第 1 条 

規則(EC)No1907/2006 の附属書Ⅶ及びⅧは、本規則の附属書に従って修正される。 

 

第 2 条 

本規則は、欧州官報におけるその公表後、[….]日後に施行されるものとする。 

 

本規則は、すべての加盟国に全体的に及び直接的に拘束を持つものとする。 

年  月  日 ブリュッセルにて作成 

欧州委員会議長   
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付属書 
 
附属書Ⅶのポイント 8.1 は、以下によって置き替わるものとする： 

"8.1. 皮膚腐食性/

刺激性 

 

8.1. 以下の場合、その試験は、実施される必要はない： 

－その物質が強酸 (pH ≤ 2,0)又は塩基 (pH ≥ 11,5)であり、それが皮膚腐食

性(カテゴリー1)として分類される、又は 

－その物質が室温、空気中で又は水又は湿度との接触において自発的可燃

性である、又は 

－その物質が急性経皮毒性(カテゴリー1）として分類される、又は 

－急性経皮毒性試験が限界用量レベル(2 000 mg/kg body weight)まで皮膚刺

激性を示さない 

 

ポイント 8.1.1 又は 8.1.2 の下における試験の一つからの結果によって、物

質の分類又は皮膚刺激性の可能性が無いことに関して既に最終的な結論を

だすことが可能な場合、その２番目の試験は実施する必要はない。 

8.1.1 皮膚腐食

性、in vitro 

 

8.1.2 皮膚刺激

性、in vitro” 

 

 

附属書Ⅶのポイント 8.2 は以下で置き換えられるものとする： 

"8.2. 眼に対する重篤な損傷性/

眼刺激性 

 

8.2. 以下の場合、これらの試験は実施される必要はない： 

－その物質が皮膚腐食性として分類されかつその登録者が眼

に対する重篤な損傷性を引き起こす(カテゴリー1)としてそれ

を分類する、又は 

－その物質が強酸(pH ≤ 2,0)又は塩基(pH ≥ 11,5)でありかつ眼

に対する重篤な損傷性を引き起こす(カテゴリー1)として分類

される、又は 

－その物質が室温、空気中で又は水又は湿度との接触におい

て自発的可燃性である 

8.2.1 重篤な眼損傷性/眼刺激

性、in vitro” 

 

最初の in vitro 試験からの結果によって、物質の分類又は眼

刺激性の可能性が無いことに関して最終的な結論をだすこと

が不可能な場合、このエンドポイントのためのその他の in 

vitro 試験が考慮されるものとする。 
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附属書Ⅶのポイント 8.3.は以下で置き換えられるものとする： 

8.3. 皮膚感作性 

 

この試験は、以下の場合、実施される必要はない： 

－その物質が皮膚腐食性に分類されている、又は 

－その物質が強酸(pH ≤ 2,0)又は塩基(pH ≥ 11,5)、又は 

－その物質が室温、空気中で又は水又は湿度との接触におい

て自発的可燃性である 

8.3.1 皮膚感作性 in vivo 

 

この試験は、以下の場合実施される必要はない： 

－分類及び/又はリスクアセスメントのために適切な十分な 

情報が、非動物的アプローチから入手できる 

マウス局所リンパ節増殖試験(LLNA)は in vivo テストのため

の第一候補の手法である。例外的な状況下においてのみ、別

のテストが使用されるべきである。 

別のテストの使用に対する正当化の理由が提供されるものと

する。 

 

 

附属書Ⅷのポイント 8.1.は以下で置き換えられるものとする： 

“8.1. 皮膚腐食性/刺激性 

 

8.1. 附属書Ⅶにおけるポイント 8.1.1 及び 8.1.2.の下における

in vitro 試験が妥当でない、又はこれらの試験から得られた結

果が分類及び/又はリスクアセスメントに対して適切ではない

場合だけ、皮膚腐食性/刺激性のための in vivo 試験が考慮さ

れるものとする。 

その試験は以下の場合、実施される必要はない： 

－その物質が強酸(pH ≤ 2,0)又は塩基(pH ≥ 11,5)でありかつ皮

膚腐食性(カテゴリー1)として分類される、又は 

－その物質が室温、空気中で又は水又は湿度との接触におい

て自発的可燃性である、又は 

－その物質が急性経皮毒性(カテゴリー1）として分類され

る、又は 

－急性経皮毒性試験が限界用量レベル(2 000 mg/kg body 

weight)まで皮膚刺激性を示さない 
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附属書Ⅷのポイント 8.2. は以下で置き換えられる： 

“8.2. 重篤な眼損傷性/眼刺激性 

 

8.2. 附属書Ⅶにおけるポイント 8.2.1.の下での in vitro 試験が

妥当ではない、又はこれらの試験から得られた結果が分類及

び/又はリスクアセスメントに対して適切ではない場合だけ、

眼腐食性/刺激性のための in vivo 試験が考慮されるものと 

する。 

その試験は、以下の場合、実施される必要はない： 

－その物質は眼に対する重篤な損傷性(カテゴリー1)を引き起

こすとしての分類に起因して、皮膚腐食性として分類される 

又は 

－その物質が強酸(pH ≤ 2,0)又は塩基(pH ≥ 11,5)でありかつ眼

に対する重篤な損傷性を引き起こす(カテゴリー1)として分類

される、又は 

－その物質が室温、空気中で又は水又は湿度との接触におい

て自発的可燃性である 

 

 

附属書Ⅷのポイント 8.5.は以下で置き換えられる： 

“8.5. 急性毒性 

 

8.5. その試験は以下の場合、一般的には実施される必要はな

い： 

－その物質が皮膚腐食性として分類される 

経口(附属書Ⅶ、8.5.1)に加えて、ガス状以外の物質に対して

は、8.5.2～8.5.3 の下において述べられている情報が、少なく

とも他の一つの経路に対して提供されるものとする。 

２番目の経路に対する選択はその物質の性質及び人ばく露の

可能性のある経路に依存する。ばく露経路が一つだけしかな

い場合、その経路のためだけの情報が提供される必要があ

る。 

8.5.2. 吸入による 

 

8.5.2. その物質の蒸気圧及び/又は吸入可能な粒子径のエアロ

ゾル、粒子又は飛沫へのばく露の可能性を考慮して、吸入経

由での人ばく露の可能性がある場合、吸入経路に 

よるテストが適切である。 
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8.5.3. 経皮経路による 8.5.3. 以下の場合、経皮のテストが適切である 

(1) その物質の吸入の可能性がない；及び 

(2) 生産及び/又は使用における皮膚接触の可能性がある； 

及び 

(3) その物理化学的及び毒性学的特性が、かなりの割合が 

皮膚を通して吸収される可能性を示唆している 

 

経皮のテストは以下の場合に実施される必要はない： 

－その物質が経口経路によって急性毒性又は STOT SE とし

ての分類のクライテリアを満足しない、及び 

－経皮ばく露での in vivo 試験(例 皮膚刺激性、皮膚感作性)

において全身的作用が観測されない又は、経口による in vivo

試験が存在しなくて、非試験的アプローチ(例 読み取り、

QSAR 試験)に基づいて、経皮ばく露の後の全身的作用が予測

されない 
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3) 改正委員会規則草案の附属書 

Annex 
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以上 


