








































SPL No.2533/0002 

PacificBeam MOLD/PBM-W： 

ウサギを用いた急性皮膚刺激性試験 

 
要 約 

 
緒言： 本試験は、ニュージーランド白色ウサギの皮膚に対する被験物質の刺激性を評価

するために実施した。本方法は、次の要件を満たすよう計画された： 
 
・ 化学物質の試験に関する OECD テストガイドライン No. 404“急性皮膚刺激性／腐食

性”（2002 年 04 月 24 日採択） 
 
・ 委員会指令 2004/73/EC の方法 B4 急性毒性（皮膚刺激性） 
 
初期考察： 本被験物質が激しい刺激性／腐食性を生じる可能性がないということを示す

データがないことから、生体外予備スクリーニング試験、経皮的電気抵抗（TER）分析を

実施した。予備スクリーニング試験の結果は、被験物質は皮膚に腐食性がないと考えられ

ることを示したので、生体内試験を実施した。TER 分析の結果は、付録 1 に示す。 
 
結果： 被験物質を 3 匹のウサギの非擦過の皮膚に 4 時間、半閉塞貼付で 1 回適用したと

ころ、非常に僅かな紅斑を生じた。また、皮膚弾性の消失が 1 例の処理皮膚部位に観察さ

れた。すべての処理皮膚部位は、7 日間の観察で正常と見られた。 
 
結論： 被験物質は、1.0 の一次皮膚刺激指数を示し、Draize の分類体系に従って、ウサギ

の皮膚に軽度の刺激性を有するとして分類された。腐食性作用は観察されなかった。 
 
 





























SMK-PH-08/0066 
SPL No. 2533-0003 

 

 
試験の要約および結論 

 
この試験の目的は、モルモットに皮内注射および局所処置したときの、被験物質に予想さ

れるアレルギー活性を評価することであった。 
被験物質 PacificBeam MOLD/PBM-W の処置群のモルモット 10 匹に対する感作（0.39%
での皮内注射および 100％での局所処置）および 10 日間の休薬期間の後、24 時間閉塞包

帯下の惹起段階を行い、被験物質の 100％および 50％希釈水溶液を単回局所処置した。試

験プロトコールは、1992 年 7 月 17 日付 OECD ガイドライン No.406、1996 年 7 月 30 日

付 EEC 方法 B.6、No. 96/54、ならびに日本国農林水産省(JMAFF)、農薬の登録申請に係

る試験成績について（12 農産第 8147 号、ガイドライン番号 2-1-6、2004 年 11 月 24 日改

正）にしたがって作成した。 
 
処置群の動物では、惹起段階 24、48 および 72 時間後に、100％処置部位でそれぞれ 20％
（10 匹中 2 匹）、30％（10 匹中 3 匹）および 20％（10 匹中 2 匹）の軽度～中等度の紅斑

が記録された。 
陰性対照群の動物でも、惹起段階 48 および 72 時間後に、100％処置部位でそれぞれ 60％
（5 匹中 3 匹）および 40％（5 匹中 2 匹）の同様の反応（軽度紅斑）が認められた。 
 
処置群の動物では、50％処置部位に皮膚の不耐反応は認められなかった。 
陰性対照群の動物では、50％処置部位に皮膚の不耐反応は認められなかった。 
 
結論として、上記結果から、被験物質 PacificBeam MOLD/PBM-W は、この実験条件下

において EEC 指令 67/548、2001/59 および 99/45 による危険物質の分類、包装、表示に

関する基準にしたがった分類をされない。記号およびリスク警句の必要はない。 
世界調和システム（COM(2007)355 最終）にしたがい、被験物質はカテゴリー1 に分類さ

れない。注意喚起語および危険有害性情報の必要はない。 
 
 
 
 
 
 
 
日付：2008 年 6 月 19 日  Scientific Direction PHYCHER Bio développement 
 

署名     
Dr. Christian TOUSSAINT 
薬理学者 
(Hdr) 















































SPL No.2533/0004 

PacificBeam MOLD/PBM-W： 

Salmonella typhimurium および Escherichia coli を用いた 

復帰突然変異試験“Ames 試験" 
 

要 約 
 
緒言： 本方法は、METI（経済産業省）、MHLW（厚生労働省）および MAFF（農林水産省）

を含む日本の主な規制当局によって発行された細菌を用いる変異原性試験のガイドラインに準

拠して計画された。また本方法は、化学物質の試験法に関する OECD ガイドライン No.471「細

菌を用いた復帰突然変異試験｣、EC 委員会指令 2000/32/EC 方法 B13/14 および米国 EPA（環

境保護庁）（TSCA（有害物質規制法））OPPTS（汚染防止農薬有害物質局）調和ガイドライン

の要件にも適合する。 
 
方法： Salmonella typhimurium（ネズミチフス菌）菌株 TA1535、TA1537、TA98 および

TA100、ならびに Escherichia coli（大腸菌）菌株 WP2uvrA-を、Ames 試験法（プレート法）

を用いて、ラットの肝ホモジネート代謝系（標準補助因子中に 10%の肝Ｓ９を含有）を加えた

場合と加えない場合の両方について用量当たり 3 プレートで、最高 6 つの用量の被験物質で処

理した。用量設定試験の用量範囲は予備毒性試験において決定し、1.5～500µg/プレートの範囲

であった。実験は、試験菌株の新たな培養および被験物質の新鮮な調製液を使用して、用量設定

試験と同様の用量範囲を用いて、別の日に繰り返し行った。 
 
被験物質が毒性を引き起こしてもよいように、追加の用量レベルを含めて、少なくとも 4 つの

非毒性用量が得られることを保証した。 
 
結果： 溶媒（滅菌蒸留水）対照プレートでは、正常範囲内の復帰変異体コロニー数を示した。

試験に用いたすべての陽性対照物質は、代謝活性化系のある場合もない場合も、顕著な復帰変異

体コロニーの出現頻度の増加を引き起こした。従って、試験の感受性および S9-mix の有効性は

確認された。 
 
被験物質は S9 のある場合およびない場合の両方においてすべての試験菌株について 500µg/プ
レートで細菌バックグラウンドローンの生育に目に見える低下を引き起こした。従って、被験物

質は毒性限界まで試験した。S9-mix の存在下および非存在下いずれの場合においても試験を行

ったどの用量においても被験物質の析出物は観察されなかった。 
 
代謝活性化系存在下および非存在下のいずれでも、被験物質のいずれの用量でも、復帰変異体コ

ロニーの出現頻度に有意な増加は認められなかった。 
 
結論 被験物質は、本試験の条件下で非変異原性であると考えられた。 
 

































































SPL No.2533/0006 

PacificBeam MOLD/PBM-OK： 

ラットを用いた急性経口毒性試験 

固定用量法 
 

要 約 
 
緒言： 本試験は、Sprague-Dawley CD 系ラットを用いた被験物質の急性経口毒性を評価

するために実施した。本方法は、次の要件を満たすよう計画された： 
 
・ 化学物質の試験に関する OECD テストガイドライン No. 420“急性経口毒性―固定用

量法”（2001 年） 
 
・ 委員会指令 2004/73/EC の方法 B1 bis 急性毒性（経口） 
 
方法： 300mg/kg および 2000mg/kg の用量レベルにおける確認試験に続いて、4 匹の絶

食させた雌に、2000mg/kg 体重の用量レベルにて、ラッカセイ油 BP に懸濁させた被験物

質を単回経口投与した。一般症状および体重増加を本試験の間観察した。すべての動物は、

肉眼剖検の対象とした。 
 
死亡率： 死亡例は認められなかった。 
 
臨床所見： 全身毒性の徴候は認められなかった。 
 
体重： すべての動物は、予測された体重増加を示した。 
 
剖検： 剖検において、何ら異常は認められなかった。 
 
結論： 雌の Sprague-Dawley CD 系ラットにおける被験物質の急性経口半数致死量（LD50）

は、2000mg/kg 体重より大きいと判断された（全世界共通分類法－未分類）。 
 
 











































SPL No.2533/0007 

PacificBeam MOLD/PBM-OK： 

ウサギを用いた急性皮膚刺激性試験 

 
要 約 

 
緒言： 本試験は、ニュージーランド白色ウサギの皮膚に対する被験物質の刺激性を評価

するために実施した。本方法は、次の要件を満たすよう計画された： 
 
・ 化学物質の試験に関する OECD テストガイドライン No. 404“急性皮膚刺激性／腐食

性”（2002 年 04 月 24 日採択） 
 
・ 委員会指令 2004/73/EC の方法 B4 急性毒性（皮膚刺激） 
 
初期考察： 本被験物質の刺激性に関して、入手可能な文献情報または試験委託者からの

情報がないことから、経皮的電気抵抗（TER）分析を実施した。予備スクリーニング試験

の結果は、被験物質は皮膚に腐食性がないと考えられることを示したので、生体内試験を

実施した。TER 分析の結果は、付録 1 に示す。 
 
結果： 被験物質を 3 匹のウサギの非擦過の皮膚に 4 時間、半閉塞貼付で 1 回適用したと

ころ、皮膚刺激性の徴候を示さなかった。 
 
結論： 被験物質は、0.0 の一次皮膚刺激指数を示し、Draize の分類体系に従って、ウサギ

の皮膚に対して非刺激性として分類された。腐食性作用は観察されなかった。 
 





























SMK-PH-08/0067 
SPL No. 2533-0008 

 

試験の要約および結論 
 
この試験の目的は、モルモットに皮内注射および局所処置したときの、被験物質に予想さ

れるアレルギー活性を評価することであった。 
 
被験物質 PacificBeam Mold/PBM-OK の処置群のモルモット 10 匹に対する感作（6.25%
での皮内注射および 60％での局所処置）および 10 日間の休薬期間の後、24 時間閉塞包帯

下の惹起段階を行い、被験物質の液体パラフィンによる 30％および 15％希釈液を単回局

所処置した。試験プロトコールは、1992 年 7 月 17 日付 OECD ガイドライン No.406、1996
年 7 月 30 日付 EEC 方法 B.6、No. 96/54、ならびに日本国農林水産省(JMAFF)、農薬の

登録申請に係る試験成績について（12 農産第 8147 号、ガイドライン番号 2-1-6、2004 年

11 月 24 日改正）にしたがって作成した。 
 
処置群の動物では、30％処置部位に皮膚の不耐反応は認められなかった。 
陰性対照群の動物では、30％処置部位に皮膚の不耐反応は認められなかった。惹起段階 24
時間後に、動物 1 匹（5 匹中 1 匹）で軽度の紅斑が認められたのみであった。 
 
処置群の動物では、惹起段階 24、48 および 72 時間後に、15％処置部位でそれぞれ 50％
（10 匹中 5 匹）、20％（10 匹中 2 匹）および 10％（10 匹中 1 匹）の軽度～中等度の紅斑

が記録された。 
陰性対照群の動物でも、惹起段階 24 時間後に、15％処置部位で 40％（5 匹中 2 匹）の同

様の反応が認められた。 
 
これらの反応を確認、または根拠の薄弱性を確かめるため、6 日間の休薬期間後に同じ実

験条件下で 2 回目の惹起段階を行った。 
 
被験物質処置動物では、包帯除去後（再惹起段階）の検査時に、アレルギーに起因する肉

眼的皮膚反応は記録されなかった。 
陰性対照群の動物で、皮膚の不耐反応は記録されなかった。 
 
結論として、上記結果から、被験物質 PacificBeam Mold/PBM-OK は、この実験条件下に

おいて EEC 指令 67/548、2001/59 および 99/45 による危険物質の分類、包装、表示に関

する基準にしたがった分類をされない。記号およびリスク警句の必要はない。 
世界調和システム（COM(2007)355 最終）にしたがい、被験物質はカテゴリー1 に分類さ

れない。注意喚起語および危険有害性情報の必要はない。 
 
日付：2008 年 6 月 19 日  Scientific Direction PHYCHER Bio développement 
 

署名     
Dr. Christian TOUSSAINT 
薬理学者 
(Hdr) 



















































SPL No.2533/0009 

PacificBeam MOLD/PBM-OK： 

Salmonella typhimurium および Escherichia coli を用いた 

復帰突然変異試験“Ames 試験" 
 

要 約 
 
緒言： 本方法は、METI（経済産業省）、MHLW（厚生労働省）および MAFF（農林水産省）

を含む日本の主な規制当局によって発行された細菌を用いる変異原性試験のガイドラインに準

拠して計画された。また本方法は、化学物質の試験法に関する OECD ガイドライン No.471「細

菌を用いた復帰突然変異試験｣、EC 委員会指令 2000/32/EC 方法 B13/14 および米国 EPA（環

境保護庁）（TSCA（有害物質規制法））OPPTS（汚染防止農薬有害物質局）調和ガイドライン

の要件にも適合する。 
 
方法： Salmonella typhimurium（ネズミチフス菌）菌株 TA1535、TA1537、TA98 および

TA100、ならびに Escherichia coli（大腸菌）菌株 WP2uvrA-を、Ames 試験法（プレート法）

を用いて、ラットの肝ホモジネート代謝系（標準補助因子中に 10%の肝Ｓ９を含有）を加えた

場合と加えない場合の両方について用量当たり 3 プレートで、5 つの用量の被験物質懸濁液で処

理した。用量設定試験の用量範囲は予備毒性試験において決定し、50～5000µg/プレートの範囲

であった。実験は、試験菌株の新たな培養および被験物質の新鮮な調製液を使用して、用量設定

試験と同様の用量範囲を用いて、別の日に繰り返し行った。 
 
結果： 溶媒（アセトン）対照プレートでは、正常範囲内の復帰変異体コロニー数を示した。試

験に用いたすべての陽性対照物質は、代謝活性化系のある場合もない場合も、顕著な復帰変異体

コロニーの出現頻度の増加を引き起こした。従って、試験の感受性および S9-mix の有効性は確

認された。 
 
被験物質はいずれの用量においても細菌バックグラウンドローンの生育に目に見える低下を引

き起こさなかった。従って、被験物質は最高推奨用量である 5000µg/プレートまで試験した。粒

子状で粉末状の析出物が 1500µg/プレート以上で観察されたが、これは復帰変異体コロニーの計

測を妨げなかった。 
 
代謝活性化系存在下および非存在下のいずれでも、被験物質のいずれの用量でも、どの細菌株に

おいても、復帰変異体コロニーの出現頻度に毒性学的に意義のある増加は認められなかった。本

試験の 150µg/プレートで、S9 のない場合の細菌株 WP2uvrA-において、復帰変異体コロニーの

出現頻度に、小さいが統計的に有意な増加が観察された。3 つの別々の実験（予備毒性試験を含

む）において再現性がなく、平均復帰変異体数は同時溶媒対照のわずか 1.21 倍であり、個々の

復帰変異体数は当試験施設における試験菌株の累積データ許容範囲内であったため、この反応に

毒性学的意義はないと考えられた。 
 
結論 被験物質は、本試験の条件下で非変異原性であると考えられた。 





































































SPL No.2533/0011 

 

PacificBeam MOLD/PBM-OK： 

ウサギにおける急性眼刺激性試験 

 

要  約 

 

緒 言．本試験は、被験物質のニュージーランドホワイト種ウサギの眼に対する刺激性を評

価するため実施した。本方法は次の要件を満たすように計画された： 

 

■ 化学物質の試験方法に関する OECD ガイドライン、第 405 号、「急性眼刺激性／腐食

性」(2002 年 4 月 24 日採択) 

■ 理事会規則（EC）No.440 / 2008 の方法 B5 急性毒性(眼刺激性) 

   

結  果．被験物質を 3 匹のウサギの非洗浄眼に 1 回適用したところ、中等度の結膜に対す

る刺激性を生じた。48 時間後の観察時に、処置眼は正常に戻った。 

 

結  論．被験物質の最大群平均評点は、12.0 であり、修正版 Kay と Calandra 分類法によ

ると、ウサギの眼に対して「軽微の刺激性物質(スケール 1 から 8 のうちクラス 3)」と分

類された。 

 





































SPL No.2533/0012 

 

PacificBeam MOLD/PBM-W： 

ウサギにおける急性眼刺激性試験 

 

要  約 

 

緒 言．本試験は、被験物質のニュージーランドホワイト種ウサギの眼に対する刺激性を評

価するため実施した。本方法は次の要件を満たすように計画された： 

 

■ 化学物質の試験方法に関する OECD ガイドライン、第 405 号、「急性眼刺激性／腐食

性」(2002 年 4 月 24 日採択) 

■ 理事会規則（EC）No.440 / 2008 の方法 B5 急性毒性(眼刺激性) 

   

結  果．被験物質を 3 匹のウサギの非洗浄眼に 1 回適用したところ、中等度の結膜に対す

る刺激性を生じた。そのうち２匹は 72 時間後、残りの１匹は７日後の観察時に、処置眼

は正常に戻った。 

 

結  論．被験物質の最大群平均評点は、12.0 であり、修正版 Kay と Calandra 分類法によ

ると、ウサギの眼に対して「軽微の刺激性物質(スケール 1 から 8 のうちクラス 4)」と分

類された。 
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	02-1 性能 PBM-DS／【抗菌】
	02-2 性能 PBM-DS／【抗菌】／CK-48716-2【英語】
	03-1 性能 PBM-DS／【防カビ】／ASTM
	03-2 性能 PBM-DS／【防カビ】／ASTM【英語】
	04-1 性能 PBM-W／【mic値】
	04-2 性能 PBM-W／【mic値】／CK-64114-2【英語】
	05-1 性能 PBM-W／【消臭】／アンモニア＆酢酸
	05-2 性能 PBM-W／【消臭】／アンモニア＆酢酸：CK-36197【英語】

	●印刷用0：安全性：SPL＋その他：日本語＆英語（全て一括）
	●印刷用0：安全性：【SPL】日本語要約＆英語＊【全て一括】
	安全性：【SPL】：01：PBM-W【急性経口毒性】：ラット　【翻訳】
	安全性：【SPL】：01：PBM-W【急性経口毒性】：ラット
	安全性：【SPL】：02：PBM-W【皮膚刺激】：ウサギ　【翻訳】
	安全性：【SPL】：02：PBM-W【皮膚刺激】：ウサギ
	安全性：【SPL】：03：PBM-W【皮膚感作】maximization法／モルモット　【翻訳】
	安全性：【SPL】：03：PBM-W【皮膚感作】maximization法／モルモット
	安全性：【SPL】：04：PBM-W【変異原性】ames試験／　【翻訳】
	安全性：【SPL】：04：PBM-W【変異原性】ames試験／
	安全性：【SPL】：06：PBM-OK【急性経口毒性】：ラット　【翻訳】
	安全性：【SPL】：06：PBM-OK【急性経口毒性】：ラット
	安全性：【SPL】：07：PBM-OK【皮膚刺激】：ウサギ　【翻訳】
	安全性：【SPL】：07：PBM-OK【皮膚刺激】：ウサギ
	安全性：【SPL】：08：PBM-OK【皮膚感作】maximization法／モルモット　【翻訳】
	安全性：【SPL】：08：PBM-OK【皮膚感作】maximization法／モルモット
	安全性：【SPL】：09：PBM-OK【変異原性】ames試験　【翻訳】
	安全性：【SPL】：09：PBM-OK【変異原性】ames試験
	安全性：【SPL】：11：PBM-OK【眼刺激】ウサギ　【翻訳】
	安全性：【SPL】：11：PBM-OK【眼刺激】ウサギ
	安全性：【SPL】：12：PBM-W【眼刺激】ウサギ　【翻訳】by山本
	安全性：【SPL】：12：PBM-W【眼刺激】ウサギ

	●印刷用0：安全性：【原体】：その他＊日本語＆英語【全て一括】
	01-1　安全性：PBM-OK／【急性経口毒性】　5000mg／kg
	P01／PBM-OK／【急性経口毒性】：5000mg／kg【SIAA提出済】
	P02／PBM-OK／【急性経口毒性】：5000mg／kg【SIAA提出済】
	P03／PBM-OK／【急性経口毒性】：5000mg／kg【SIAA提出済】
	P04／PBM-OK／【急性経口毒性】：5000mg／kg【SIAA提出済】
	P05／PBM-OK／【急性経口毒性】：5000mg／kg【SIAA提出済】

	01-2　安全性：PBM-OK／【急性経口毒性】／【英語】
	02-1　安全性：PBM-OK／【細胞毒性】
	123
	456

	02-2　安全性：PBM-OK／【細胞毒性】／【英語】
	03-1　安全性：PBM-W／【急性経口毒性】　2000mg／kg
	P01／PBM-W／【急性経口毒性】：2000mg／kg【SIAA提出済】
	P02／PBM-W／【急性経口毒性】：2000mg／kg【SIAA提出済】
	P03／PBM-W／【急性経口毒性】：2000mg／kg【SIAA提出済】
	P04／PBM-W／【急性経口毒性】：2000mg／kg【SIAA提出済】
	P05／PBM-W／【急性経口毒性】：2000mg／kg【SIAA提出済】

	03-2　安全性：PBM-W／【急性経口毒性】／【英語】


	●印刷用0：分析：【SGS】35＋37まとめ＊日本語＆英語【全て一括】
	分析：【SGS】PBM-OK　【成分分析1-1】No.35
	35日本語　ok
	35日本語　ok　p6

	分析：【SGS】PBM-OK　【成分分析1-2】No.35　【英語】
	35英語　ok　6-1
	35英語　ok　6-1　ｐ6

	分析：【SGS】PBM-OK　【成分分析2-1】No.37
	分析：【SGS】PBM-OK　【成分分析2-2】No.37　【英語】




