
 

 

ハザードに基づく注意事項の設定（案） 

1. 改訂の概要 

(1) 現在、新規農薬の登録の際には、農薬使用時の安全を確保するために、動物試

験による急性毒性、刺激性及び皮膚感作性の程度に応じて区分し、当該区分

（ハザード）に応じて注意事項を付している。 

(2) 農薬使用者への暴露量を考慮したリスク評価を導入するが、その評価は原則と

して体内に吸収された農薬による全身への影響に基づいた評価となるため、別

途、急性毒性、刺激性及び皮膚感作性等の局所への毒性を持つ農薬について

は、これまで通り、そのハザードの程度に応じて防護装備を決定し、使用者の

安全を確保する必要がある。 

(3) 今般の評価法の見直しにあたり、動物試験によらない代替法にも対応し

OECD テストガイドラインにも調和している「化学品の分類及び表示に関す

る世界調和システム（以下「GHS」という。）」の分類を採用し、それに基づ

いて注意事項を設定する。 

2. ハザードに基づく評価法案（詳細は資料 7-1 を参照） 

(1) 分類区分と分類法の導入 

① 急性毒性試験（経口、経皮、吸入）、刺激性試験（皮膚、眼）、皮膚感作性

試験の評価における分類区分として GHS 区分を採用する。 

② 対象製剤のデータがない場合でも、類似製剤の試験結果又は各補助成分の

試験結果を活用し、対象製剤の分類を行う 

③ 代替法による皮膚/眼刺激性及び皮膚感作性データに基づく評価法を導入 

(2) 記載する注意事項 

① GHS 区分に基づく注意事項を採用 

② GHS 区分の注意事項にはないが、適用作物、使用方法、剤型等から必要

なものは、今後も採用 

 例：樹木類、芝等に適用する農薬は、散布中及び散布後（少なくと

も散布当日）に、散布に関係のない者が立ち入らないよう配慮する

旨の注意事項を記載する。 
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ハザードに基づく評価法（案）

1. 分類区分と分類法の導入

(1) GHS 区分の導入

急性毒性試験（経口、経皮、吸入）、刺激性試験（皮膚、眼）、皮膚感作性試験の評価法と

して GHS 区分（下表）を採用 する。 

表 1 GHS 区分に基づく急性毒性、刺激性、皮膚感作性の新たな分類区分 
評価項目 区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分外

経口 LD50（mg/kg 体重） ≦5 ≦50 ≦300 ≦2000 >2000

経皮 LD50（mg/kg 体重 ≦50 ≦200 ≦1000 ≦2000 >2000

吸入

LC50 

粉塵/ミスト（mg/L） ≦0.05 ≦0.5 ≦1.0 ≦5 >5

蒸気（mg/L） ≦0.5 ≦2.0 ≦10 ≦20 >20

気体（ppmV） ≦100 ≦500 ≦2500 ≦20000 >20000

皮膚刺激性 重篤な皮膚の薬傷・眼の損

傷の危険

皮膚刺激性

(72 時間後観察) 
刺激性なし

眼刺激性 眼に対する重篤な損傷の危

険

眼刺激性

(21 日以内に回復) 
刺激性なし

皮膚感作性 アレルギー反応を起こすお

それ

(M 法≧30 %, B 法≧15%) 

感作性なし

(2) GHS の「つなぎの原則」及び「成分加算法」による分類法を導入

登録申請時に 製剤そのもの を用いた急性毒性試験（経口、経皮、吸入）、刺激性試験（皮

膚、眼）、皮膚感作性試験データ を提出する代わり に、類似の製剤のデータ又は各成分のデ

ータ に基づき GHS の「つなぎの原則」又は「成分加算法」により GHS 区分を判定した資料

を提出することも可能 とし、当該資料を評価に用いる。

例 ◇つなぎの原則 

・希釈された混合物を元の混合物と同等として分類するなど。

◇成分加算法

・各成分の毒性データと含有量から混合物（製剤）の毒性を判定する方法。

   農薬 A（有効成分：2 %、補助成分 A：20%、補助成分 B：78 %）の成分加算法による判定例

各成分の急性経口毒性データ 成分加算法による判定

有効成分    区分 3(50-300mg/kg 体重) 
補助成分 A  区分外(>2000mg/kg 体重、毒性

兆候なし)
補助成分 B  区分外(>2000mg/kg 体重、毒性

兆候あり)

・区分 3 の変換値は 100mg/kg 体重

・区分外・毒性兆候なしの変換値は∞

・区分外・毒性兆候ありの変換値は 2500mg/kg 体重

・混合物の LD50 推定値 = 100÷(2/100+20/∞+78/2500)
= 1953 mg/kg 体重

判定：区分 4(300-2000mg/kg 体重) 
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(3) 代替法による刺激性、感作性の分類法を導入

登録申請時に 代替法による皮膚/眼刺激性及び皮膚感作性データを提出することも可能 と

し、皮膚/眼刺激性及び皮膚感作性の評価に用いる。 

例 皮膚刺激（製剤）の代替法による分類例

TG 検出対象 結果

TG439   
In vitro 皮膚刺激性：再

構築ヒト表皮試験法

無刺激性検出試験 ・被験物質の相対細胞生存率 75%
(区分外(刺激性なし)の判定基準>50%に該当)

判定：区分外(刺激性なし) 

2. 記載する注意事項

(1) GHS 区分に基づく注意事項を採用する。

GHS 区分における「危険有害性情報 」並びに「注意書き」の「廃棄」を除く「安全対策」、

「応急措置」及び「保管 」に規定された内容を 原則採用する。

(2) GHS 区分に基づく注意事項と内容が重複する現行の注意事項は GHS に合わせた

記載とする。

例：現行の注意事項では、急性経口毒性により「誤飲・誤食などのないよう注意する

こと。」が付されるが、GHS 区分による注意事項（飲み込むと有害、飲み込んだ場合 
の注意事項）に内包されるため、GHS に合わせた記載とする。 

(3) GHS 区分に基づく注意事項にはないが、適用作物、使用方法、剤型等から必要

なものは、今後も採用する。

例：樹木類、芝等に適用する農薬は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に、

散布に関係のない者が立ち入らないよう配慮する旨の注意事項を記載する。

(4) リスク評価の導入に伴い不要となる注意事項は採用しない。

例：現行の急性経口毒性の程度に応じた防護装備の記載は、リスク評価の結果として

記載することとなるため、ハザード評価の結果としては記載しない。
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（参考）表 2： GHS 区分に応じた防護装備 

評価項目 区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分外 

急性経口毒性 なし 

急性経皮毒性 (粒剤・粉剤以外の農薬) 
・不浸透性手袋、不浸透性防除衣 
(粒剤・粉剤) 
・不浸透性手袋、長ズボン・長袖の防除衣 

・不浸透性手袋、

長ズボン・長袖

の作業衣 

なし 

急性吸入毒性 

(粒剤以外の農薬) 
・防護マスク 
(粒剤) 
・農薬用マスク 

なし 
(リスク評価から呼吸用保護具が要求される場合は

ガス剤の場合は防護マスク、ガス剤以外は農薬用マ

スク) 
皮膚刺激性* ・保護面 

・保護眼鏡 
・不浸透性手袋 
・ゴム長靴 
・不浸透性防除衣 

(薬剤調製者) 
・不浸透性手袋 
(散布者) 
・不浸透性手袋 
・ゴム長靴 
・長ズボン・長袖の

作業衣 

 なし 

眼刺激性* ・保護眼鏡  なし 

皮膚感作性 (薬剤調製者) 
・不浸透性手袋 
(散布者) 
・農薬用マスク 
・不浸透性手袋 
・不浸透性防除衣 

 なし 

注）下線部は GHS 区分では要求されていないが、追加で要求する防護装備 
* 水で希釈して使用する農薬の皮膚刺激性及び眼刺激性に対する防護装備については、薬剤調製者は原液（原末）の

ハザード区分、散布者は使用方法に従って調製した最高濃度の散布液のハザード区分による。 
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