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欧州化学物質法規制最新動向 

http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/New_REACH/ 

 

 

REACH 付属書Ⅶ及びⅧを修正する委員会規則((EU) 2016/863)の公布 

2016 年 6 月 3 日 

 

2016 年月 6 日 1 日に REACH 附属書Ⅶ及びⅧにおける皮膚腐食性/刺激性、重篤な眼損傷

性/眼刺激性及び急性毒性試験を修正する委員会規則((EU) 2016/863)が官報公布された。1)  

本規則の草案については、2015 年 10 月 20 日に本公開情報の website において WTO/TBT

通報された内容を報告しているが 2)、その後、修正が加えられた。感作性試験については 

大きな修正がなされ、それは旧規制草案から分離されて採択される予定である。残りの 

皮膚腐食性/刺激性、重篤な眼損傷性/眼刺激性及び急性毒性試験についても若干の修正が

されて最終化された。 

 

改正の背景 

REACH 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、これらの試験に関する近年の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。 

本規則本文の全文翻訳（仮和訳)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、20 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。 

2016 年 5 月 31 日 ブリュッセルにて作成 

欧州委員会議長  Jean-Claude JUNCKER 

http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/New_REACH/
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付属書 
 

附属書Ⅷのポイント 8.1.及び 8.2 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. 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)又は強塩基(pH ≥ 11,5)でありか

つ入手される情報が皮膚腐食性(カテゴリー1)として分類

されるべきことを示す。又は 

－その物質が室温で、空気中で又は水又は湿気との接触に

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 体重) 

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 2 つの試験の 1 つから

得られた結果が、物質の分類について又は皮膚刺激性の可能

性がないことについて既に最終的な決定を与えている場合、 

2 番目の試験は実施される必要はない。 

8.1.1. in vitro 皮膚腐食性  

8.1.2. in vitro 皮膚刺激性  

8.2. 重篤な眼損傷性/眼刺激性 

 

8.2. 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)として

の分類の原因となる皮膚腐食性として分類される。又は 

－その物質は皮膚刺激性として分類されて、入手できる情

報はそれが眼刺激性(カテゴリー2)として分類されるべき

ことを示す。又は 

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

つ入手される情報はそれが眼に対する重篤な損傷性を引

き起こす(カテゴリー1)として分類されるべきことを示

す。又は 

－その物質が室温で、空気中で又は水又は湿気との接触に

おいて自発的可燃性である。 

8.2.1. in vitro 重篤な眼損傷性/ 

刺激性 

8.2.1. 最初の in vitro 試験から得られた結果が物質の分類につ

いて又は皮膚刺激性の可能性がないことについて既に

最終的な決定を与えている場合、このエンドポイント

に対するその他の in vitro 試験が考慮されるものとす

る。’ 
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(2) 附属Ⅷのポイント 8.1.及び 8.2 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： 

－その物質が強酸性(pH ≤ 2,0)又は塩基性(pH ≥ 11,5)であ

る。又は 

－その物質が室温で、空気中で又は水又は湿気との接触

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 体重)

まで皮膚刺激性を示さない。 

 

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： 

－その物質が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)又は強塩基(pH ≥ 11,5)であ

る。又は 

－その物質が室温で、空気中で又は水又は湿気との接触

において自発的可燃性である。’ 
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(3) 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。 

経口経路(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、その経路だけについての情

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。 

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、相当な経皮吸

収速度があ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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上記翻訳は原文の内容を正確に反映するように努力いたしましたが、疑義がある場合、正確

な解釈については、上記の原本でご確認ください。 

 

 

本情報の内容は、ご利用者が本情報を使用して行う一切の行為について、著者並びに発行

元は、何ら責任を負うものではありませんことをお断りしておきます。また、いかなる場

合においても、著者並びに発行元はご利用者が本情報を使用して被った損害、損失につい

て、何ら責任を負いません。 
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