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（EFSA）は「リスク評価におけるベンチマークドース

Reference point

法の利用」を発表し，これまで伝統的に用いられてきた
無毒性量の代わりに，ベンチマークドース（BMD）法
が健康指針値や曝露マージンの基準点を決定する選択肢

Ⅰ．はじめに

として使用されるべきと勧告した．また BMD 法は全て

欧州食品安全機関（European Food Safety Authority,

の化学物質，さらには疫学データの量−反応評価にも広

EFSA）は「リスク評価におけるベンチマークドース法

く適用可能であると述べている．BMD 法が初めて提唱

の利用（Use of the benchmark dose approach in risk

された時，BMD 法は低レベルではあるが測定可能な標

assessment: Guidance of the Scientific Committee

的臓器影響を引き起こす量（臨界濃度）を推定する手法

（Question No EFSA-Q-2005-232））」を 2009 年 5 月に公

として期待されていた．本稿は，上述の BMD 法が臨床

表した 1）．この中で，ベンチマークドース（benchmark

的基準をもつ健康影響指標に適用可能かどうか検討し

dose，BMD）法が，これまで伝統的に用いられてきた

た．方法：臨床的基準のある疫学データを用いて，上の

無毒性量（no-observed-adverse-effect level，NOAEL）

BMD 法と古典的 BMD 法（Hybrid 法）の比較を行った．

の代わりとして，健康指針値（health-based guidance

結 果 ： EFSA が 推 奨 す る BMD の 95 ％ 信 頼 下 限 値 は

value）や曝露マージン（margins of exposure）の基準

Hybrid 法のそれよりもかなり低い傾向がある．また，

点（reference point）を決定する際の選択肢として使用

前者の方法は，交絡因子の影響を調整することは難しい

されるべきであると勧告した．この基準点はアメリカ合

が，既報の量−反応データにも容易に適用可能である．

衆国環境保護庁（U.S. EPA）など他の機関で使用され

一方，Hybrid 法で計算される健康影響指標のカットオ

て い る point of departure と 同 義 で あ る ．BMD 法 を

フ値は臨床的基準とほぼ一致する．結論： EFSA が推

Crump

奨する BMD 法を用いて得られる有害物質のより低い基

はあるが測定可能な標的臓器影響を引き起こす量（臨界

準点によって，ヒトへの安全性は大いに保証されよう．

濃度）を推定する手法として期待されていた．すなわち，

しかし，臨床的基準に照らすと疫学データへの BMD 法

ある有害物質の健康影響として，身体あるいは臓器重量

の適用は必ずしも毒性学的意義を反映しているとは言え

の 5 ％減少あるいは腎毒性などの 10 ％増加する時の曝

ない．
（産衛誌 2011; 53: 67–77）

2）

が初めて提唱した時，BMD 法は，低レベルで

露量を厳密に規定していた．EFSA が推奨する BMD 法
も

全データに合致した量−反応曲線を選択し，その曝

露 0 の健康影響指標の反応量が 5 ％ないし 10 ％変化す
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る時の曝露量として数理統計学的に算出する

とした．

しかしながら，EFSA が BMD 法を疫学データに由来す
る化学物質の量−反応評価に拡張しようとした際に，従
来の臨床的基準との間に混乱が生じた．このため，臨床
データに慣れ親しんでいる者にとって BMD 法の解釈に
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曖昧さが残った．EFSA の BMD 法で算出される値とは
具体的に何を指すのであろうか？
本稿は，EFSA の推奨する BMD 法を概説するととも
に，独自の臨床的基準をもつ健康影響指標にこの方法を
適用する際，どのような注意が必要となるのか検討する．
なお，ここで言う 臨床的基準 とは鑑別診断のための基
準値（例えば，高血圧患者の収縮期血圧 ≥140 mmHg）の
ほか，Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure3）
が定義した一般集団における正常血圧値（収縮期血圧の
場合，120 mmHg 未満）の如き，正常上限値なども含め
る．
Ⅱ．NOAEL 法による閾値の算出
NOAEL 法は閾値を持つと考えられる全ての毒性影響
1）
に適用可能であり，以下の手順で算出する ．①各々の

有害影響／健康影響指標に対して，専門家の意見ととも
に，対照群と各々の処理レベルを比較する統計学的検定
を用いて，影響が検出されない最も高い実験用量を見つ
ける．②幾つか検出された有害影響における NOAEL の
中で最も低い NOAEL を当該研究における NOAEL とす

Fig. 1. Daily ethanol intake-specific systolic blood pressures
(box plots) in 1,100 car salesmen5). The numbers and
age (mean ± SD) of five subgroups were 217 and
33.3 ± 11.3 yr for nondrinkers, 449 and 35.4 ± 11.0 yr for
0.1–30 g/day, 233 and 40.8 ± 10.9 yr for 30.1–60 g/day,
110 and 42.4 ± 10.5 yr for 60.1–90 g/day, and 91 and
40.9 ± 10.2 yr for >90 g/day.

る．この場合，NOAEL 値は研究を考案した時の用量レ
ベルの選択や有害影響を検出する研究自体の能力に依存

収縮期血圧に有意差が認められたのはエタノール摂取量

するので，検出力の低い研究（例えば，小さい標本数）

が 30.1–60 g/日群（平均値 43.9 g/日，この値が LOAEL

や感度の低い測定法は比較的大きな影響しか検出でき

に相当）からである．したがって，収縮期血圧に影響を

ず，より高い NOAEL になってしまう．もし全ての用量

及 ぼ す NOAEL は 0.1–30 g/日 群 の 平 均 値 （14.5 g/日 ）

レベルで有意な影響があるならば，当該研究で用いられ

となる．

た最も低い用量を最小毒性量（lowest-observed-adverseeffect level，LOAEL）と定義する．

次に，年齢，BMI，総コレステロール，中性脂肪，仕
事ストレス，喫煙の影響を考慮するために，血圧を 2 値

NOAEL を確定する時，必ずしも純粋に統計学に基づ

データ（高血圧群と非高血圧群）に変換して多重ロジス

いた決定がなされるわけではない．データによって十分

ティック回帰分析を行った結果が Table 1 である．有意

に裏打ちされていないと評価者が判断するならば

な Odds 比 は 60.1–90 g/日 群 （平 均 74.0 g/日 ，こ れ が

NOAEL は却下されることもあるし，異なる決定が下さ

LOAEL）以後見られるので，30.1–60 g/日群の平均値

4）
れる可能性もある ．最小限考慮されている事項と言え

（43.9 g/日）が NOAEL ということになる．このように，

ば ，一 貫 性 の あ る 量 − 反 応 関 係 が あ る の か ，ま た

集団の年齢などの諸要因を勘案すると，NOAEL 値が大

NOAEL の近傍で量−反応曲線が急峻な変化をしている

きく異なることもある．動物実験では各群の標本数

かどうかである．このことは，量−反応関係が低濃度域

（sample size）を大体同じになるように実験計画を練る

で単調でない場合，バックグラウンド反応と統計学的な

ことができるが，疫学データで曝露量を等間隔にすると

有意差が認められても，ある評価者はそれを有害と見な

高曝露群ほど標本数は小さくなる（同様に，Fig. 1 のよ

さず，より高い用量を NOAEL とする可能性もある．逆

うに群間で平均年齢が著しく異なることもありうる）．

に，LOAEL 以下の用量群の反応が小さく，有意でない

上の多重ロジスティック回帰分析と同じ共変量で

増加を示していても，その量−反応関係が非常に急峻で

Fig. 1 の収縮期血圧を共分散分析法で調整した後の非飲

あれば，その NOAEL はもう一段低い用量として同定さ

酒群との比較を Fig. 2 に例示する．0.1–30 g/日群との間

れることになる．

で有意差が認められるものの，（Fig. 2 で＞ 90 g/日群で

Dakeishi ら

5）

は自動車販売員 1,100 名の血圧に及ぼす

習慣性飲酒の影響を検討した．血圧に影響する交絡因子
を考慮しない場合，非飲酒群と飲酒群の収縮期血圧は
Fig. 1 のようになった．この図では非飲酒群と飲酒群で

有意差が認められるならば）NOAEL は 30.1–60 g/日群，
LOAEL は 60.1–90 g/日群となる．
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Table 1. Effects of daily ethanol intake on hypertension (SBP≥140 mmHg or
DBP≥90 mmHg) in 1,100 car salesmen. Results of multiple logistic
regression analysis5)
Odds ratio

95% Confidence interval (CI)

100% ethanol intake (g/day)
Nondrinkers

1.000

(reference)

0.1–30 g/day

1.252

0.667–2.347

30.1–60 g/day

1.885

0.975–3.647

60.1–90 g/day

2.877

1.377–6.010

>90 g/day

4.109

1.962–8.606

Age (years)

1.058

1.037–1.079

Body mass index (kg/m2)
log [Total cholesterol (mg/dl)]

1.257

1.181–1.338

0.423

0.023–7.669

log [Triglyceride (mg/dl)]

1.319

0.612–2.839

Job stress (scores)

1.040

0.866–1.250

Smoking habit

0.530

0.353–0.796

Fig. 3. Key concepts for the BMD approach, illustrated by
1)
using hypothetical continuous data (EFSA 2009) .
Fig. 2. Daily ethanol intake-specific systolic blood pressures
(box plots) in 1,100 car salesmen after adjustment
for age, body mass index, total cholesterol, triglyceride, job stress, and smoking habit5).

BMD 法の基本概念を仮想的な図で説明する．ここで
BMR を 5 ％と仮定して計算すると，BMDL05 は異常反
応 5 ％以下となると思われる用量と解釈される． 思わ

Ⅲ．EFSA が採用した BMD 算出法

れる（likely） という用語は統計的な信頼性レベルで定
1）
義され，通常 95 ％の信頼性である ．

BMD 法はあらゆる毒性影響に適用できる 1）．ある種

Figure 3 に，各用量における平均反応率（△）とその

の健康影響指標に対する総合的な量−反応関係の形を推

信頼区間（縦線）がプロットされている．これら△点に

定するのに，量−反応データの全てを利用する．その

最も適合する量−反応曲線（実線）を数理モデルから見

BMD は，推定された量−反応曲線から導かれ，BMD

つける．この曲線から BMD の点推定値を決定する手順

反応値（benchmark response，BMR）と呼ばれるある

は以下のとおりである．Figure 3 のあてはめた曲線の

特定の反応変化（＝異常反応）をもたらす曝露レベルを

バ ッ ク グ ラ ウ ン ド （用 量 ＝ 0）反 応 値 は 8.7 で あ る ．

指 す ．ま た ，BMDL（benchmark dose lower confi-

量−反応曲線は用量（横軸の dose）の増加に伴って反

dence limit）は BMD がとりうる信頼区間の下限値であ

応 （縦 軸 の response）も 増 加 す る の で ，BMR ＝ 5 ％

り，この点が基準点として通常用いられる．すなわち，

（5 ％の反応変化）の増加分をバックグラウンド反応値

BMD は点推定値（point estimate）であり，その区間推

に加えると，9.14（＝ 8.7 ＋ 0.05 × 8.7）となる．そこで，

定値の下限値が BMDL，上限値が BMDU となる．

9.14 の水平線を引き，あてはめた量−反応曲線との交点
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を求め，その交点より直下に縦線を降ろす．横軸との交

定する（BMR の値を定める）．②量−反応モデルをあて

点が点推定値 BMD05（＝ 21.50）である．あてはめた曲

はめ，統計的規準に従ってデータを記述するモデルから

線の 95 ％信頼曲線が図中の破線で示されているが，こ

BMD と BMDL を算出し，各々の有害影響ないし健康影

の上限側の曲線と 9.14 の水平線との交点を横軸まで直

響指標に対する BMDL を得る．③各々の潜在的な臨界

下に降ろした値が BMDL05 であり，この例では 18 とな

影響に対する BMDL を選択する．④異なる潜在的な臨

る．ここで，EFSA は「BMR は観察された平均バック

界 影 響 の 或 る 範 囲 の BMDL か ら ，当 該 有 害 物 質 の

グラウンド反応に関連する変化ではなく，適合したモデ

BMDL を決定する．なお，BMR の設定に関しては

ル（量−反応曲線）から予測されるバックグラウンド反

均すると BMDL が NOAEL と一致する

応値に関連する変化である」ことを強調している．すな

している．BMR は「バックグラウンド反応と比較した

わち，実測されたバックグラウンド反応値（用量＝ 0 の

ときの病変ないし得点化された反応の発症率の増加」と

時の反応値）とあてはめられた量−反応曲線から算出さ

して定義されるので，EFSA は非連続データの初期設定

れるバックグラウンド反応値は必ずしも一致しない．

値として BMR ＝ 10 ％を推奨している．また，連続デ

平

レベルを想定

BMD および BMDL を算出する利用可能な無料ソフト

ータの初期設定値は BMR ＝ 5 ％であるが，大数の標本

ウェアとして，現在 BMDS6）と PROAST7）の 2 つが用

を扱った疫学データの場合には BMR ＝ 1 ％が用いられ

意されており，得られた量−反応データに相応しいモデ

ている 8）．

1）
ルを捜すことができる ．この中には指数型分布族モデ

基準点から食品添加物や残留農薬の許容 1 日摂取量

ルの繰り込み構造を持った複雑なモデルもあり，尤度比

（ADI）や汚染物質の耐容 1 日摂取量（TDI）を算出す

検定による有意性検定でどのモデルを採用するのか決定

9）
る際に，不確実性係数が NOAEL に適用される ．上述

する．Figure 4 は指数関数モデルの例であるが，分布

したように BMDL は NOAEL と同様に閾値を表すと考

形を決めるパラメーター（図中の a，b，c，d）を追加

えており 1），NOAEL に現在適用されている不確実性係

することにより形状は様変わりする．ただし，上記の

数の初期設定値が BMDL に対しても同等に適用可能と

BMDS ソフトウェアは交絡因子の調整を行うことがで

なる．

きないので，健康影響指標のデータをソフトに入力する
前に関係のある交絡因子を調整した値を作成するなどの
工夫が必要となる．

Ⅳ．古典的な BMD 算出法（Hybrid 法）
Crump は標準化された実験的 2 値反応（反応の有無

ある有害物質の BMDL を同定するステップは以下の

でみる健康影響指標）を評価するために BMD 法を開発

とおりである 1）．①低いが，測定可能な反応レベルを決

していたが，これを連続量データにまでさらに拡張し
た 10）．最初に曝露量の増加に伴って健康影響指標が有
意に増加（あるいは減少）する関係があるのかどうか確
認し，有意な関係が見られる場合に BMD 法の適用とな
る．彼の考えたこの連続量データにおける BMD 法は
Hybrid 法と呼ばれ，この方法を米国科学アカデミー
（National Research Council）も認めているが

11）

，EFSA

1）
は EFSA 推奨の BMD 法と区別している ．

理解しやすいように，Ⅱ章で用いた Dakeishi ら

5）

の

データを用いて説明する．Figure 5 のエタノール摂取量
と収縮期血圧の間には有意な用量依存関係がある．この
用量依存曲線上のエタノール摂取量 0 g/日が
（非飲酒）群

非曝露

であり，この集団の収縮期血圧の正規分

布曲線は図の左側に示されている．非飲酒群の収縮期血
圧 の 異 常 確 率 （あ る い は 異 常 者 割 合 ）を P0 と し ，
Crump

10）

が考案した式 P0 ＝ 1 − Φ［（C − β0）/σ］に

P0 ＝ 5 ％を入れると，血圧のカットオフ値は 140 mmHg
（非飲酒群の 95 ％上限値）と算出される（Φ，C，β0，σ
は順に正規累積分布関数，カットオフ値，期待反応関数
の定数値，血圧の集団標準偏差値を表す）
．次に，飲酒
Fig. 4. The exponential model family presented as a nested family of models (EFSA 2009)1).

群の血圧正規分布は，用量依存曲線が右肩上がりである
ので，飲酒量の増加に伴い用量依存曲線に沿って移動し，
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曝露指標とした研究 18）や，1 日当たりの飲酒量を曝露
指標とし肝障害指標の ALT，AST，γ -GTP を健康影響
指標とした研究

19）

でも Hybrid 法による BMDL の解析

が行われており，算出されたカットオフ値は臨床的基準
とほぼ一致していた．以上より，Hybrid 法によって算
出されるカットオフ値を見る限り，臨床データとの整合
性は高いと考えられる．なお，Hybrid 法で算出される
カットオフ値は調査された集団の諸属性（性，年齢など）
にも依存し，交絡因子の集団平均値を反映するように設
計されているソフトウェアもあるが
Jørgensen らの論文

5）

，Budtz-

12）

のモデルのまま年齢調整すると

年齢 0 歳のカットオフ値になってしまう．
Crump
Fig. 5. The relation of daily ethanol intake to systolic blood
pressure in 1,100 car salesmen after adjustment for
age, body mass index, total cholesterol, triglyceride,
job stress, and smoking habit5). Result of the Hybrid
method analysis.

2）

は NOAEL 法と BMD 法の違いを以下のよ

うに述べている．① NOAEL は，一般的に，ある曝露量
を受けた群と非曝露群の反応を比較するが，BMD 法は
全てのデータを用いて量−反応モデルで推定する．②標
本数の小さい研究において，BMD 法では小さい BMDL
が得られるが，NOAEL では逆に大きい値になりやすい．
③ NOAEL は実験で使用された用量のいずれかの値であ

収縮期血圧が 140 mmHg（カットオフ値）を超える者

る．すなわち，使用された用量をどのように決めたかと

（および異常割合）も当然増加していく．そこで，飲酒

いう論争が NOAEL では起こり得るが，多くの疫学研究

量の増加に伴う異常増加率 BMR（EFSA の BMD 反応

では対象集団をある曝露量ごとに分けることは恣意的と

値に相当）が 5 ％（すなわち，血圧異常者の割合が非飲

解釈される．BMD 法ではこの種の問題は生じにくい．

酒群の P0 の 2 倍）になるエタノール摂取量を BMD と定

④ BMD 法は，NOAEL が存在しないようなデータから

義する．用量依存曲線の 95 ％信頼曲線は数理統計学的

も算出できる．

に算出でき 12），これを利用して BMD の 95 ％信頼下限
値を算出したものが BMDL となる．この結果，算出さ
れた BMD と BMDL は 77 g/日と 60 g/日であった 5）．ち

Ⅴ．EFSA の推奨する BMD 法と Hybrid 法の相違点
EFSA が推奨する BMD 法 1）と，Crump10）が考案し
12）

なみに P0 ＝ 10 ％を上式に入れると，収縮期血圧のカッ

Budtz-Jørgensen ら

トオフ値は 135 mmHg となり，BMR ＝ 5 ％の BMDL は

Hybrid 法から算出される BMD を比較する．これらの

40 g/日であった．

考え方を模式的に 1 つに例示したものが Fig. 6 である．

Hybrid 法を用いて男性鉛作業者 388 名（平均 44 歳）

が数理統計学的に確立した

National Research Council は Toxicological Effects

で貧血指標に及ぼす血中鉛の BMD を算出した報告によ

of Methylmercury （274–275 頁）の中で非曝露集団の

ると，P0 ＝ 5 ％および BMR ＝ 5 ％とすると，ヘモグロ

知能指数（IQ）得点の平均値を 100，標準偏差（SD）

ビンのカットオフ値は 13.7 g/dl で血中鉛の BMDL が

を 15 として Hybrid 法を説明している 11）．集団の IQ は

19.5 µg/dl，ヘマトクリットのカットオフ値は 40.0 ％で

近似的に正規分布形を示すと考えられており，非曝露集

BMDL が 29.6 µg/dl，赤血球数のカットオフ値は 432 ×

団の IQ の異常確率 P0 ＝ 5 ％を示すカットオフ値は 75

104 /µl で BMDL が 19.4 µg/dl であった 13）．これら貧血

と算出され，IQ が 75 以下の人は

14）

精神発達遅滞

者と

に記された値と

通常診断されることになる（Fig. 6 の左側正規分布形の

大体一致している．同様に，男性鉛作業者 186 名（平均

下側 P0 部分）
．さて，メチル水銀（または鉛）のような

指標のカットオフ値は WHO Criteria

43 歳）の血漿 δ -アミノレブリン酸（ALA）に及ぼす血中

有害化学物質の曝露量と IQ の量−反応関係を検討し，

鉛の BMD を算出した報告では，血漿 ALA 濃度のカッ

曝露量の変化に伴って影響指標 IQ が Fig. 6 の一次回帰

15）

式 b に沿って低下するとする．Hybrid 法では，この場

が職業性鉛曝露のない集団で算出した血漿

合，当該化学物質曝露を受けた集団の IQ も非曝露集団

ALA の正常範囲は 6.0–12.5 µg/l であり，また別の論文で

と同じ正規分布形を保ったまま低下すると仮定し（図の

17）

破線楕円の中にある正規分布のように SD ＝ 15 を固定

この他，認知機能を反映すると考えられている P300 潜

して移動する）
，カットオフ値以下の割合が非曝露集団

時や末梢神経伝導速度を健康影響指標とし血中鉛濃度を

の異常確率 P0 から P0 ＋ BMR に増加するときの曝露量

トオフ値は 11.3 µg/l，BMDL は 2.9 µg/dl であった
Morita ら

．

16）

は血漿 ALA の値が 6.4 から 10.4 µg/l と記されている

．
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Fig. 6. A hypothetical dose-response relationship for
explaining the BMD method. The left BMD under
the transverse line is the value calculated by the
BMD method that the EFSA recommended, and the
right BMD is the value calculated by the Hybrid
method (P0, C, and b indicate abnormal probability,
cutoff value, and dose-response curve, respectively).

Fig. 7. A dose-dependent relationship between urine cadmium and urine α1-microglobulin in 59 healthy
female students20). P0, BMR and the grey zone indicate abnormal probability, benchmark response, and
the area exceeding the cutoff value of α1-microglobulin, respectively.

された尿中カドミウム濃度と尿中 α1-ミクログロブリン
値をプロットしたものである 20）．尿中 α1-ミクログロブ

を BMD（破線で描かれた楕円内にある BMD）と定義

リンは尿中 β2-ミクログロブリンとともに腎尿細管障害

するのである．

の 1 指標と考えられている．これまでカドミウムの腎機

次に，EFSA の推奨する BMD 法をこの例に適用する．

能障害発症の閾値は尿中カドミウム 10 µg/g Cre（クレ

ソフトウェア PROAST あるいは BMDS に多数あるモデ

アチニン補正値）と言われており

21，22）

，この基準に照

ルをあてはめ，最も適合する量−反応曲線が一次回帰式

らすと当該大学生は「問題なし」と判断されよう．腎毒

b と偶然一致したとしよう．このモデル式の曝露 0 の値

性が発現するカドミウム濃度ではない集団にもかかわら

は IQ ＝ 100 であり，これをバックグラウンド反応値と

ず，加齢による影響がほとんどないためか両物質間の関

呼ぶことは既にⅢ章で述べた．疫学データであることか

係を調べると有意な相関（r ＝ 0.498，p ＜ 0.001）が観

ら BMR ＝ 5 ％ を 採 用 す る と ，BMD は IQ ＝ 95（＝

察された．通常，新たな臨界濃度を算出する際には既知

100 − 100 × 0.05）となる当該化学物質の曝露濃度（横

の閾値を含む幅広い曝露レンジ（exposure range）を

軸 左 側 の BMD）と な る ．こ こ で 強 調 し た い の は ，

持つ集団データが用意されるべきである（Ohno ら

Hybrid 法では P0 ＝ 5 ％を入れることにより定義される

は論文の中で BMDL を算出していない）が，ここでは

カットオフ値は臨床的基準に近い意味を持ち，その臨床

敢えて狭い曝露レンジのデータを使用する．

的 基 準 値 を 超 え る 増 加 率 を BMR で 示 す の に 対 し ，

20）

カドミウム曝露による腎尿細管機能の影響に最も適合

EFSA が推奨する BMD 法の BMR は量−反応曲線上の

する用量依存曲線は，一次回帰式 Y ＝ 1.76・X ＋ 0.93 で

バックグラウンド反応値の増減幅を指している．換言す

あった．EFSA の推奨する BMD 法の定義に従うと，バッ

ると，EFSA は Fig. 6 の精神発達遅滞者数の増減をほと

クグラウンド反応値は X ＝ 0 の尿中 α1-ミクログロブリ

んど意識しておらず，個々人の IQ が 5 ％低下する可能

ン値であり，0.93 mg/g Cre となる．標本数にも配慮し

性をモデルにあてはめて推理している．リスク評価者が

て BMR ＝ 5 ％とすると，尿中 α1-ミクログロブリン値が

本当に知りたいのは集団の

5 ％（0.93 × 0.05 ＝ 0.0465 mg/g Cre）増加する時の尿

健康影響

が現れ始める曝

露 濃 度 （臨 界 濃 度 あ る い は 閾 値 ）で あ り ，EFSA の

中カドミウムの BMD05 は 0.026（＝ 0.93 × 0.05 ÷ 1.76）

BMD 法はこの意味で毒性学的意義づけが曖昧である．

µg/g Cre と算出される．一方の Hybrid 法では，異常確

上では仮想的な図を用いたために，BMR の意味が両

率 P0 を 5 ％としⅣ章の式にあてはめると α1-ミクログロ

者で異なっていることと，算出される BMD が両者で異

ブリンのカットオフ値は 2.3 mg/g Cre となり，その値

なりうることしか説明していない．そこで，EFSA の推

を越える割合が P0 ＋ BMR（＝ 10 ％）となるカドミウ

奨する BMD 法と Hybrid 法を実際の疫学データにあて

ムの BMD は 0.176 µg/g Cre と算出される．Figure 7 に

はめてみる．Figure 7 は職業性曝露のない健常女子大学

は Y ＝ 1.76・X ＋ 0.93 の 95 ％信頼曲線が描かれていない

生 59 名（19–20，平均 19.9 歳）から尿採取を行い，測定

ので BMDL を視覚的に表すことはできないが，EFSA
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の推奨する BMDL05 は Hybrid 法で算出される BMDL よ

もしれない）．② CONTAM Panel が BMD 法を用いた

り明らかに小さな値となる．

時，欧州人の鉛曝露のない集団の平均収縮期血圧は

上述のような疑問に対し説得力のある回答を留保した

120 mmHg であったのか．③なぜ血中鉛と高血圧（また

まま，EFSA は食品中の鉛に関する科学的意見書を発表

は冠動脈疾患）の発症頻度データに基づいて基準点を計

8）

した ．以下はその要約である． 収縮期血圧は集団全

算しないのか．④飲酒は，鉛とともに，血圧に影響を及

体の平均値または年間値が 1 ％上昇するだけでも，心血

ぼすことが知られているが

管疾患の発症や冠動脈疾患死亡のリスク上昇につながる

究の飲酒量は調整されたのか．そもそも，EFSA が用い

ため，公衆の健康に関わる問題となる．平均 120 mmHg

た対象集団の血中鉛の曝露範囲は 1.5–7.1 µg/dl であり，

の収縮期血圧で BMR を 1 ％とする場合，1.2 mmHg の

IPCS14）によって示された過去の臨界濃度よりもかなり

血圧の上昇が関連することになり，これは BMD01 に相

低く，かつ狭い範囲の曝露量である．そのうえ収縮期血

当する．BMD と BMDL01（BMD の 1 ％下限値）の数値

圧の 1 ％増加（1.2 mmHg の増加）は加齢によっても引

は，成人血中鉛濃度に関する 5 つの選定した研究の結果

き起こされうる値であり（Dakeishi ら

26–28）

，5 つの選定された研

5）

のデータでは，

より導かれた勾配推定値に基づいている．横断的研究デ

10 歳の加齢で血圧は 2.1–2.8 mmHg 増加する），生物学

ータでは集団単位での全体平均値の上昇に関する

的に妥当と言えるのかどうか疑問である．かかる意味で，

BMD01 のみしか算出できないのに対し，縦断データで

CONTAM Panel は，用いられた健康影響指標（収縮期

は個人の収縮期血圧の年間平均上昇率 1 ％の BMD01 を

血圧）が鉛の有害影響（心血管疾患）を真に反映するの

算定できる．食品汚染物質委員会（CONTAM Panel）

かを含めて，量−反応評価の用量と健康影響指標につい

では収縮期血圧に対し，血中鉛レベル 1.5 から 7.1 µg/dl

てもう一度精査する必要があろう．

ま で （縦 断 研 究 2.7–7.1 µg/dl，横 断 研 究 1.5–2.1 µg/dl）

蛇足ではあるが，EFSA の CONTAM Panel は前述の

の 4 つ の BMDL01 値 を 定 め た ．研 究 結 果 は よ く 重 複

カドミウムに対し，尿中カドミウムが体内負荷量や腎に

（overlap）しており，研究デザインにも明らかな欠陥が

おける蓄積量を表す指標として広く認められていること

見当たらないので，CONTAM Panel では 4 つの研究か

を挙げ，尿中カドミウムと尿中 β2-ミクログロブリンの

ら成人の収縮期血圧に及ぼす血中鉛の平均 BMDL01 を

間の量−反応関係を扱った研究を収集・選択してメタ分

3.6 µg/dl と算出した．

析した 29）．そして，全集団と 50 歳以上の集団から得ら
れたこれら 2 指標間に Hill モデルを適用し，β2-ミクログ

正常収縮期血圧は一般的に 120 mmHg 以下であるべ
きであり

3，23，24）

ロブリンの尿中高値（300 µg/g Cre 以上）の有病率を

，CONTAM Panel は 収 縮 期 血 圧

120 mmHg を 1 ％増加させる血中鉛濃度 3.6 µg/dl が結

5 ％上昇させる尿中カドミウムの BMDL（Hybrid 法）

果として心血管疾患の起こり始める値（reference point）

は 4 µg/g Cre であると推定した．メタ分析の際，個人

25）

データではなく集団の平均値を用いているなどの理由で

であると考えた．一方，EFSA が引用した Nash ら

の論文では，4 分割した集団の血中鉛濃度の増加に伴い
血圧と高血圧の発症 Odds 比は高くなるが（Table 2）
，

尿中カドミウムの個人間変動の物質固有調整係数
30）

（chemical-specific adjustment factor）

として 3.9 を

いずれの Odds 比も有意でない．著者らが抱く疑問は以

適用し，ADI 算出のための基準値として 1.0 µg/g Cre

下のとおりである．① EFSA は連続データから BMDL

を導いた．鉛とカドミウムでは標的臓器が異なるもの

を算出するとき初期設定値は BMR ＝ 5 ％と記している

の，いずれもヒトデータから算出した値である．なぜ導

のに

1）

，成 人 血 中 鉛 の BMDL を 算 出 す る 際 に な ぜ

出の途中で物質固有調整係数を持ち出さねばならないの
8，29）

，また，カドミウムの ADI を算出した後で，あ

BMR ＝ 1 ％に変更したのか（BMR ＝ 5 ％の血圧上昇は

か

6 mmHg となり，Table 2 から憶測すると EFSA が扱っ

8）
たかも Hybrid 法を差別するような表現に変えたのか ，

た集団の最高平均値を超えるという単純な理由のせいか

EFSA の混迷は続いている．ただ EFSA の目指す方向

Table 2. Adjusted odds ratios of blood lead quartile to hypertension in 2,165 women25)
Blood lead
concentrations

µg/dl (Mean)

Systolic blood
pressure, mmHg

Hypertension (SBP≥140 or DBP≥90 mmHg)

Number

Mean (SD)

Prevalence

Odds ratio (95% CI)

0.5–1.6

(1.0)

568

117.2 (22.6)

110

1

(reference)

1.7–2.5

(2.1)

498

117.7 (18.5)

103

1.0

(0.63–1.6)

2.6–3.9

(3.2)

556

119.3 (25.9)

142

1.3

(0.87–2.0)

4.0–31.1

(6.4)

534

121.2 (21.3)*

154

1.4

(0.92–2.0)

*p<0.05 (Student’s t test, compared to the reference group).
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は一貫してゼロリスクであり，そのための理屈（ratio-

した．この方法は交絡因子の影響を取り除くことができ，

nale というよりは excuse）を作成しようとする，科学

またカットオフ値も算出され，健康影響における臨床的

とは異なる，政治的手法も垣間見られる．

基準を吟味することができるので医学的意義が解りやす

Ⅵ．考

い．ただ，既報の論文データから BMDL を算出するこ

察

とは，交絡因子を含め詳細データを必要とするため，不

ヒトの健康を守るために，ヒトを取り囲む環境や体内

可能に近い．

に取り込まれる食品中の有害化学物質（汚染物質，食品

Ⅴ章では，EFSA の推奨する BMD 法と Hybrid 法で

添加物，残留農薬など）の安全基準値が必要であり，各

得られる BMDL の値が異なり，BMD 法を用いた方がよ

国の専門委員会や国際的機関は様々な有害物質について

り小さな値になることを指摘した．また，EFSA の推奨

の ADI や TDI の導入を図り，また新しい科学的事実に

する BMD 法を適用することによって生じうる誤謬の可

基づいて既存の ADI/TDI を更新している

31）

．他方，こ

能性を毒性学の立場から例証した．これらの底辺に漂う

れらの基本となる基準点をどのようにして決定すべきか

一連の疑義は

に つ い て も 議 論 さ れ て い る ．本 稿 で は ，2009 年 に

学者を擁しているものの，メンバーに医生物学者があま

EFSA が発表した BMD 法の導入に焦点を絞り，その算

りいないことによって発生したのではないか

出方法の詳細とともに，現時点で考えられる長所および

生物現象を比較的単純な数理モデルに置き換えることは

短所を整理した．

科学の世界でよく行われる．しかし，何らかの不都合や

NOAEL 法の問題点として，生育環境および遺伝環境
を同一に保てる実験動物と異なり，ヒト研究では一人ひ

EFSA の委員会は多くの理論疫学者や数
である．

問題が生じる場合，元の生物現象に回帰する勇気を我々
はいつも持ち続けなければならない．

とりの生活環境が異なるため，関連する交絡因子が多数

基準点を導出する疫学データについて注意すべき事項

ある．疫学データを用いて非曝露群と用量の異なる曝露

として，研究の標本数，曝露レンジ，交絡因子（共変量）

2
群の間で単純比較（多くは Student t 検定や χ 検定）を

がある．動物実験の毒性検査では，ある化学物質が 1 つ

繰り返すと，NOAEL が重要な交絡因子によって歪めら

の影響指標に及ぼす有害影響を同定するのに何千匹もの

れる可能性をⅡ章で指摘した．この交絡因子の問題を解

ラットやマウスを決して用いない 32）．総計でも 100 匹

決する統計的方法として，各群の健康影響指標値（反応

未満であろう．元々，NOAEL 法も BMD 法もそのよう

量 ）を 交 絡 因 子 （あ る い は 共 変 量 ）で 調 整 す る 方 法

な小さな標本数を想定して開発された．これに対して，

（Fig. 2）もあるが，多重ロジスティック回帰分析を導入

BMD 法が大規模な集団を必要とすることを立証した者

する方が簡便でありかつ有用性も高いと考えられた（た

はいないが，多くの疫学者は様々な交絡因子を持つ疫学

だし，従属変数である健康影響指標は連続量データでな

研究の標本数が大きいほど，その結果はより強固でかつ

く ，2 値 デ ー タ に 変 換 さ れ る ）．い ず れ に し て も ，

確証的であると考えている

NOAEL 法の正当性は群分する曝露量の選択の仕方にも

値データ（例えば，冠動脈疾患の有無）に対する鉛の

2）
依存するので ，これに対する一定の規準を定めること

BMDL を算出する時，大きな標本数が必要となろう．

が今後の課題となる．

一方，大標本を用いるならば，狭い範囲の血中鉛データ

33）

．実際，発症頻度の低い 2

Ⅲ章では，EFSA の推奨する BMD 法を使うと，集団

からでも基準点を数理統計学的に算出できる 8）．この場

全体のデータから最も適合する量−反応モデルを選択す

合，算出された基準点が社会的および生物学的に妥当性

ることによって BMDL を算出することができることを

を持つのかどうかを吟味する必要がある．

紹介した．この方法は自前の研究データを持っていない

先進諸国では生活環境や職場において各種規制が行わ

場合でも（すなわち，発表済みの論文データの数値から

れ，有害と称される化学物質の環境中濃度とともに生物

も）計算することができる

8，29）

．しかし，所与の健康

学的モニタリング値は以前と比べ大幅に低下している．

影響指標の数値を交絡因子で調整することは困難であ

例えば，1980 年前後の一般成人の血中鉛濃度は集団平

り，重要な交絡因子によって結果が歪められる可能性は

均で 10–15 µg/dl であり，また米国 NHANES II 調査の

大いにある．にもかかわらず，EFSA はこの危険性につ

6–24 ヶ月児の平均血中鉛濃度は 16.3 µg/dl であった 14）．

1）
いて全く言及していない ．また，BMD および BMDL

さらに，同時期に行われた研究で臍帯血中鉛の算術平均

はバックグラウンド反応の平均値の変化（± BMR）が

値は 6.6 µg/dl（範囲 0–37 µg/dl）と報告された

起こる曝露量として数理統計学的に定義しているが，

在の血中鉛の一般集団平均値は 5 µg/dl 以下になってい

EFSA の提案した BMR の値が本当に妥当なのか，また，

る

それが真に

下がってくると，曝露レンジが狭くなるし，ヒトに現れ

健康影響

の現れ始める濃度と判断して良

いかどうかの疑問は残った．
Ⅳ章では，古典的な BMD 法である Hybrid 法を説明

34）

．現

35–37）

．このように，一般集団の曝露濃度の平均値が

る健康影響も一層軽微となり，数理統計学的な操作次第
（例えば，重要な交絡因子を含む・含まないなど）で結
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論が大きく変わる 38）という危険性をはらむ．
Menke ら

33）

は血中鉛濃度 0.05–10 µg/dl（幾何平均値，

2.58 µg/dl）の米国一般成人 13,946 名を 12 年間追跡した．
研究当初の血中鉛濃度で 3 群に分け，血中鉛 1.94 µg/dl
未 満 群 （平 均 年 齢 36.7 歳 ）に 比 べ ，3.63 µg/dl 以 上 群
（平均 50.7 歳）の全死亡リスクは 1.25 倍（95 ％信頼区間，
1.04–1.51），心血管系死亡リスクは 1.55 倍（同，1.08–2.24）
であった．この結果，鉛の LOAEL は 3.63–10 µg/dl の
間にあり，NOAEL は 1.94–3.62 µg/dl の間に存在するこ
とになる．この研究では性，年齢などの主たる交絡因子
は調整されているものの，近年心血管系死亡のリスク要
因として注目されている睡眠時間（このリスク比は 1.5
39，40）

前後と鉛の値とほぼ同じ）

は含まれていない．す

なわち，年齢は 3 群間で有意に異なっていたことから，
生活時間（特に睡眠時間）も大いに異なっていた可能性
が高く，これは年齢を調整しただけでは解決しない．ま
た，血中鉛 10 µg/dl 以上で死亡リスクが有意に上昇す
るのか否か確認していない（Schober らの研究

35）

では，

血中鉛 5 µg/dl 未満群と比べ 10 µg/dl 以上群の心血管系
疾患死亡リスクは有意に高くなっているが，5–10 µg/dl
群は有意なリスク上昇を示していない）
．つまり，Fig. 7
のような疫学データを探し出して毒性影響を主張し，よ
り小さな BMDL を算出することが将来起こるかもしれ
ないのである．このような事態を回避するためにも，臨
床的基準との整合性を検討できる方法が望まれる．以上
述べてきたように，曝露レンジが小さい場合には，重要
な交絡因子への配慮を怠ると誤った結論に到達する可能
性があることを心に留めておくべきである．
結論として，有害化学物質の ADI や TDI を導出する
ための基準点を推定する方法には NOAEL 法や BMD 法
があるが，EFSA の推奨する BMD 法を疫学データに適
用すると以前より小さな基準点（BMDL）が算出され
る．この基準点が小さい値であればあるほどヒトへの安
全性は大いに保証されよう．しかしながら，科学的思考
過程における連続性のない突然の変革は有効性と実用性
の狭間で社会的混乱を助長するので，生物学的に意味を
もたない小さな基準値の設定は社会から無視されうる．
したがって，基準値の決め方は，従来の科学の考え方を
尊重しつつもリスクコミュニケーションを繰り返し，社
会 的 認 知 を 得 る こ と が 重 要 と な る ．今 後 ，EFSA は
BMD 法の生物学的意味をもっと明確化すべきであり，
そのための大胆な決断も必要となろう．
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Application of the Benchmark Dose Approach to Epidemiological Endpoints with
Clinical Standards
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1

Department of Environmental Health Sciences, Akita University Graduate School of Medicine, 1–1–1 Hondo, Akita 010-8543,
Japan, 2Department of Hygiene and Public Health, Kyorin University School of Medicine and 3Division of Risk Assessment,
National Institute of Health Sciences

Abstract: Objective: By publishing the scientific opinion entitled “Use of the benchmark dose (BMD) approach
in risk assessment: Guidance of the Scientific
Committee,” the European Food Safety Authority (EFSA)
recommended that the BMD approach, as an alternative
to the traditionally used no-observed-adverse-effect level
approach, be used as the method of choice for the determination of the reference point for deriving health-based
guidance values and margins of exposure, and described
the BMD approach as being extensively applicable to all
chemicals, even to dose-effect assessment of epidemiological data. When the BMD approach was first proposed,
the approach was expected to estimate the dose causing
a low but measurable target organ effect. We examined
whether the BMD approach can be applied to epidemiological endpoints with clinical standards. Methods:
Comparisons between the BMD approach recommended

by the EFSA and classical BMD approach (hybrid
method) were conducted using epidemiological data with
clinical standards. Results: The 95% lower confidence
limit of the EFSA-based BMD tended to be considerably
lower than that of the hybrid method. The former
approach is easily applicable to dose-response data in published papers, though it is difficult to adjust for possible
confounders. The cutoff values, calculated by the hybrid
method, of epidemiological endpoints are nearly concordant with the clinical standards. Conclusions: By using
the BMD approach recommended by the EFSA, human
health safety may be better guaranteed because of the
lower reference points for hazardous substances.
However, its application to epidemiological data does not
always reflect toxicological implications in light of the
clinical standard.
(San Ei Shi 2011; 53: 67–77)

