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63-64 ページ)における作業者ばく露モデルに関する材
料は、第 14.4 章に導入した。

記述した手引において役立つとみなされないので、ば
く露モデルに関する文章で、
“ツールの稼動への段階”
は削除されている。
第 1 段階でのばく露推定のための ECETOC TRA 作業
者ツールに関する section14.4.7 は、ECETOC TRA の
新規バージョンの包含により重要な改訂および更新が
されている。
他 の モ デ ル に 関 す る 文 書 (Stoffenmanager,
Riskofderm, ART)が更新されている。
EMKG-Expo-ツールに関する文書が変更されている。
測定データに関する文書が更新されている (R 14.4.4
および R14.4.5)
短期ばく露データに関する新規 sectionR14.4.6 が導入
されている。
第 2.1 版

訂正:
(i) DSD/DPD の参照を CLP 参照と置き換える
(ii) 追加のマイナーな編集上の変更/訂正
第 R.10 章の付録: ナノ材料の勧告が別冊として公表さ
れています。

*JETOC 発行資料の番号をクリックすると資料購入ページにリンクします。

更新を実行するための手引
本手引の更新の多くは、REACH の下での職業ばく露アセスメントおよび構築するばく露シナリオ構築に
対応する追加のツールおよびパラメータを提供する、または、解説的なあるいは編集的性質のものである。
登録者が第 14 章に基づいて既に職業ばく露推定を完了した場合、それは 2008 年 5 月に発行されているの
で、したがって、下記の勧告に配慮されたい：
•何が更新されているかを知らせる文書履歴を注意深く読むこと
•手引における変更が問題になるかどうかを確認する
O 既に実施したばく露アセスメントおよびシナリオの範囲、および
O これらのばく露シナリオに関連するリスク特性化の結果、
確認の結論がどちらも問題にならないと言う場合、既存の化学品安全性報告書の本手引への適合は、優先
順位が高いとは考えられない。
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