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1.はじめに

農薬の発展は， i関沢に農作物が供給されるなど農業生産

に大きな役割を果たしてきたことは誰でもが認めるところ

である. しかし，その半面， r農薬は，植物を枯らしたり

虫を殺す毒物だから人やほかの生物にも惑影響があるに決

まっているJというのが由民の一般的な感情である.事実，

過去に一部の農薬が人に対して毒性を示し，農業従事者に

対して健康被害を起こしたり，あるいは農作物への残留，

さらには適用後，広範囲に拡散し環境への汚染がしばしば

問題とされてきた.

関民の安全性や環境に対する意識の高まりを背景として，

企業にはより効果的で，より安全な農薬の開発が求められ

ている.一方，行政はその安全性を適切に評価するため，

試験法ガイドラインや安全性試験を実施する試験施設に対

して遵守すべき事項を示した GoodLaboratory Practice (GLP) 

基準を定めた.農薬開発者は，登録申請時にそれらに基づ

いて実施した数多くの安全性試験成績を提出し，行政はこ

れらの資料に基づいて農薬のリスクを評価し，その適正使

用法などを決定する.

本稿では，わが国における農薬 GLP制度の歴史， GLPを

遵守した安全性試験の流れ， GLPを取り巻く世界の状況に

ついて述べる.

2. 農薬開発における安全性試験

農薬登録時に必要な安全性試験には，農薬を使用する人

への影響を調べるために行われる急性毒性や急性中毒症の

処置を考える上で有益な情卒Rを得る試験，農薬が使用され

た農作物を食べる人に与える影響を調べる慢性毒性試験，

動植物体内での農薬の分解経路と分解物の構造等の情報を

， j;s 36悶大会シンポジウムを取りまとめた解説
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把援する試験，環境中での影響をみる試験，農作物や土壌

への残留性に関する試験などがあり，これら農薬盈録に必

要な毒性試験成績は，農霊園芸局長の確認を受けた GLP試

験施設で GLP基準に従って行う必要がある.

なお， GLP施設の概要および毒性試験方法の詳細は，水

橋が本学会誌において詳細に解説しているのでそれを参照

していただきたL、1-3)

登録申請に用いられるこれらの試験成績は，農薬の安全

性評価を的確に行うために信頼性を確保されていることが

極めて重要な基本要件である.また，当然のことながら，

評価iに用いられた試験の信頼性，試験成績の信頼性が確保

されていなければ，使用者(農業従事者)や農作物の消費

者の信用が得られない.

3. 農薬 GLP制度と窟史

GLP 制度は， 1970年代に米国 FDAに申請された援薬品

の試験においてデータの改蜜・誤認事件が相次いだことへ

の対策として， 1979年 6月に始まった安全性試験の試験成

績の信頼性を確保すべく試験施設に対して要求する監査制

度である.

一方，農薬を取り巻く世界環境として， OECD加盟圏障

における化学品の安全性試験データの相互受理の観点から

OECD-GLPがある. OECD-GLPは， 1981年に理事会決定

で採択された後， 1997年に一部改正され今日に至っている.

日本における農薬 GLP基準は，当初毒性試験を対象に

1984年に定められた.その後， 1999年の GLP基準改正以

降， r物理化学的性状に関する試験 (1999年)j， r生体内等

運命に関する試験 (2000年)j， r水産動植物への影響に関

する試験 (2000年)jおよび「農作物への残留性に関する

試験 (2008年)j とその範囲は拡大されてきた (Fig.l). 現

在，我が簡では，農薬の登録申請時に提出される試験成績

のうち，行政が査察の対象とする試験範囲は毒性試験 32項

目，主主体内等運命試験 4項目，物理化学的性状試験 15項

目，水産動植物への影響試験 10項目，作物残留性試験 l
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OECD幽 GLPと農薬GLPの歴史

FDA嗣 GLP公布(1978) i農薬取締法(1948)

データの揺茸受入れ(抗AD)

GLPの遵守(1989)
農薬GLP施行(1984)l 毒性試験

農薬GLP改正(1999)

現地評価制度合意(2006)

物理的化学的性状に関する試験(1999)

生体内等運命に関する試験(2000)
水産動植物への影響に関する試験(2000)

農作物への残留性!こ簡する試験(2008)

Fig. 1. History of OECD-GLP and agricultural ch巴micalsGLP in Japan. 

項目の計 62環日が対象となっている.

4. 農薬 GLPの概要

農薬 GLPの基本原則は，試験機関が GLP基準を明確化

しそれを遵守すること，そして， GLP基準の遵守状況を内

部監査し，さらに定期的に農水省の適合確認を受けること

により，試験成績の信頼性を制度的に確保することである.

実|民農薬 GLP基準には，試験の信頼性を確保するた

め，試験の実施に際して試験施設が遵守すべき事項を， r施
設の運営管理j，r試験施設j，r試験計画j，r内部監査j，

「信頼性保証j，r標準操作手順書 CSOp)j， r記録と資料の

保管Jなどに関して基準が定められている4)

5. GLPを遵守した安全性試験の流れ CFig.2)

試験は，運営管理者による試験責任者の指名によって開

始され，試験責任者の指導・監督の下で実施されなければ

ならない.まず，試験責任者はその試験のために作成され

た試験計画書を承認する必要がある.その試験の要点を試

験従事者に周知させるため，説明などが十分に行われ試験

の準備に取りかかる.

そして，いよいよ試験の実施となる.試験従事者は， SOP 

と試験計問書に従って忠実に試験を実施しなければならな

い.試験実施中は，認められた事項(反応，症状，測定値，

検査伎など)を忠実に速やかに出すことができない筆記用

具で保存可能な媒体に記録されなければならない. もし，

試験中に異常または予見できなかった事態が発生した場合

には速やかに試験責任者に報告し改善の措置を講じるとと

もに，これらの内容を記録しなければならない.また，不

iHljの事態が発生した場合には，試験責任者に報告し確認を

受けなければならない.試験責任者は，試験実施中に試験

計画書を変更する必要が生じた場合には速やかに変更を行

う必要がある.

実験完了後，試験責任者は最終報告書を生データに基づ

いて作成し，署名と日付を記入しなければならない.その

後，標本，資料を保管して試験が終了する.その閤，各操

作段階において，試験に関与せず，独立した組織である信

頼性保証部門による内部検閲が第三者の立場で行われる.

そのポイントは，試験操作が試験計画書および SOPに従っ

ているか，観察・測定データは正確に記録されているか，

最終報告書は生データに基づき作成され，データの窓意的

選択はないかなどをチェックする.さらに，試験各段階の

調査だけではなく，試験施設全体(施設，機器，人員，教

育，体制などソフト面)にわたり GLP基準に従っているか，

また，自らが定めた SOPに従っているかを調べるために定

期的な施設監査も併せて行い，それらの結果をもとに各試

験の信頼性を保証している.

6. GLPを取り巻く世界の状況

6.1 MAD制度

1981年に MADCmutual acceptance of data:データの相互

受け入れ)が採択された. MADとは OECD加盟国が工業

用化学製品や農薬などの化学薬品等の種々の安全性試験の

結巣を共有することを可能にするもので， OECDω試験法ガ

イドラインに従い， 0巳CD-GLP原郎に従って実施された非

臨床試験データを，他の OECD加盟国が受け入れる制度で

ある.
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6.2 現地評価制度の概要

2006年 11丹に，各自が互いの査察機関を信用できるよ

うにするため現地許制li制度が合意された.加盟国が相互に

その査察制度の信頼性を確認することにより，開接的に各

国の試験機関の作成した試験データを受け入れることが呂

的である.この制度は，OECD/GLPワーキンググループで

管理され， 10年間のサイクルで約 50の GLPプログラムを

対象に 2名(他毘)で構成された評価チームにより現地

評価が行われる.

なお，我が閣では， 2008年に医療機器を含む医薬品，労

働安全化学物質を対象に，医薬品医療機器総合機構および

厚生労働省安全衛生部がベルギー，線国チームにより査察

を受けた.今後は， 2012年に動物用医薬品およびJJ巴錦料を

含むi良薬を対象に，動物医薬品検査所および農林水産消費

安全技術センター肥宣伝j料安全検査部同農薬検査部がポーラ

ンド，カナダチームに現地評伝liを受け，さらに， 2012年に

は化学物質を対象に厚生労働者医薬食品局，経済産業省お

よび環境省がフランス，イスラエルチームに評価を受ける

予定となっている.

ミニレビュー

6.3 OECD加盟国と MAD参加盟

OECD加盟国に加え， 1997年より OECD非加盟国もデー

タの相互受け入れ制度への参加が可能となった結果，現在

では OECD 力!日盟国 34 カ ]~I に力日え， OECD 五I~力[f盟国 4 カ国，

その他 3 カ]~]が仮参加国として本制度に参加している.今

後，さらに多くの非 OECD加盟国が MADに参加できるよ

うになるものと期待されている.

GLPt!iiJ度が導入され約 30年が経過し，試験の信頼性を

確保するという白的は達成され，我が国の GLP適応施設は

高いレベルで維持されていると忠われる.

垣内・国際間での競争が激化しているため農薬開発企業

では，販路をより拡大するとともに，開発費用の削減およ

び開発期間の短縮など効率化を図っている.一方，試験強

設では， GLP基準への厳格な適合に伴ってより高い試験の

信頼性が求められ，高度な設備投資および試験従事者の労

力の増大などにより，確実に試験費用が増大してきている.

このような現状に対し，各試験施設は増大する試験期間お

よび労力の圧縮を図るためにさまざまな努力により試験の

効率化を進めているが，これには限界がある.このような

状態が今後も持続した場合，せっかく築き上げた我が悶の

GLPシステムが崩壊しかねないとの懸念がある.この懸念

は，試験を実施する受託施設のみならず農薬の早期上市を

自指される開発企業にとっても葉要な開題であり，両者が

協力し合って初めて解決が図られるものと信じている.

最後に，本発表の機会を与えていただいた日本農薬学会

MADiliiJl支の有無による申請の流れの相違を Fig.3に示

す.データの受け入れj¥iIJ度がない場合には，農薬の登録申

請により， 1]3詰を受けた国の審査当局は，たとえ申請国の

GLP査察機関が適合性を確認していても，その窪iのGLP適

合性の状態を把握できないため申請データの信頼性を確認

する目的で他国へ赴き，当該施設の GLP適合性を確認する

必要があった.その例として，過去には，医薬品分野で

FDAの査察を受けたり，農薬分野では，日本からドイツに

申請を行った場合に， 日本では物理化学的性~犬や主主体内運

命に関する試験を行う施設に GLP適用がなかったために，

ドイツの GLP査察機関により施設査察を受けたりしていた.

一方，データの受け入れ制度が導入された場合には， MAD 

受け入れ制度参加国i誌で GLP適合性に関する'消報を交換す

ることになるので，申請者は白国の査察のみを受け入れれ

ばよいことになる.

1997 'Iq三には非加l盟国に対しでもデータの相互受入制度へ

の参加の門戸が開かれた. しかし，相互にデータを受け入

れる際の課題として，相手i主!の査察機関が一定の要件を実

際に満たしているか否かの確認作業が残っている.そこで，

OECDは， 1987年に GLP適合性確認に係る決定を下すとと

もに， GLP原間遵守および監視当局による試験施設の GLP

遵守状況監視のための GLP関連文書を整備した5)
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日本差是築学会誌
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