
   

 

経皮吸収率の評価法（案） 

1. 背景 

(1) 農薬使用者の安全は、「体内に吸収された農薬量とその毒性を比較 し、リスク

を評価」するため、経皮吸収率は下記の点で必須の因子である。 

 使用者の経皮からの暴露量は体表面への暴露量を測定。そのため、経皮で

体内に吸収された暴露量を算定するため に、その値を経皮吸収率で補正 

 暴露許容量（AOEL および AAOEL）は根拠となる毒性試験の NOAEL に

投与部位からの吸収率を乗じて、体内に吸収された量として設定する。そ

のため、経皮毒性試験を根拠に暴露許容量を設定する農薬については、暴

露許容量を見積もる際にも経皮吸収率が必要 

(2) そのため、農薬使用者の影響評価を導入するに当たり、経皮吸収試験の試験方

法および評価法を決定し、試験ガイドライン、ガイダンスの作成が必要 

2. 基本的な方針 

(1) 経皮吸収率の設定については、OECD や欧米において、試験ガイドライン

（文献 1 および 2）や評価ガイダンス（文献 3 および 4）が公表され、それら

に基づいて試験の実施や評価が行われている。 

(2) 日本においても海外で実施されたデータを評価に活用できるよう、経皮吸収試

験の実施やデータの解釈は、最新の国際的なガイドラインやガイダンスに従う

ことが妥当である。 

(3) ただし、国内では新たな試験要求であることを考慮し、海外で実施されたデー

タを評価に最大限活用できるよう、当面、異なる製剤データの読み替えは柔軟

に認めてはどうか。 

(4) 本評価法は、科学の発展による国際的な試験ガイダンスや評価ガイドラインの

改定があれば、必要に応じて見直すこととする。 

3. 導入する経皮吸収率の評価法（案） 

国内に導入する評価法（案）の概要は下記。詳細は資料 5-1 を参照 

(1) 対象の農薬製剤で実施した経皮吸収試験のデータを活用した経皮吸収率の設定 

 現時点で最新の EFSA ガイダンス（文献 3）に従う。 

 評価のポイントは下記 
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1. 経皮吸収試験は、OECD TG427 及び TG428 に従って実施する 

2. 利用できる試験結果が複数ある場合には、ヒトにおける経皮吸収率を

推定することが目的であること、及び動物愛護の観点から下記のよう

な優先度で評価に採用する 

(ア) 1 つの試験結果を用いて経皮吸収率を推定する場合 

in vitro ヒト＞in vitro ラット＞in vivo ラット 

(イ) すべてのデータを用いる場合には、下記により推定する（Triple 
pack） 

in vivo ヒト  = in vivo ラット✕in vitro ヒト/in vitro ラット 

3. 製剤中の有効成分濃度と経皮吸収率は一般的に反比例するため、農薬

使用者への影響評価へ活用する場合、経皮吸収試験は、農薬製剤（原

液）および散布するために水で希釈した希釈液に相当する最低 2 濃度

で実施する 

4. 皮膚の状態によりデータは変動しやすいため、試験例数を十分にとる

ことがのぞましい。例数に応じて、その変動係数を考慮して経皮吸収

率を推定する 

(2) 対象とする農薬製剤の経皮吸収試験データがない場合、欧州が既存のデータ

（約 7,000 例）を評価して設定されたデフォルト値を活用する 

① 液体製剤（有機溶剤ベース）：製剤（原液）は 25％、希釈液は 70％ 
② 液体製剤（水ベース）：製剤（原液）は 10％、希釈液は 50％ 
③ 固体製剤：製剤（原末）は 10％、希釈液は 50％ 

登録する農薬製剤が①～③のいずれに分類されるかは、JMPS マニュアル

2016（文献 5）に従う 

 経皮吸収試験のデータがない場合でも、経口吸収率が（2）のデフォルト

値よりも小さい場合には、その値を経皮吸収率として利用可能 

 有効成分の分子量が 500 よりも大きく、オクタノール/水分配係数（Log 
POW）が-1 未満または 4 よりも大きい場合、農薬製剤、希釈液ともに経皮

吸収率は 10%とする 

(3) 同じ有効成分を含む製剤の試験結果を、類似した新製剤へ読み替える場合のル

ールは、国内で新たに要求するデータであることを考慮し、海外で実施された

データを評価に最大限活用できるよう、下記のルールとしてはどうか。 



   

 

 デフォルト値が同じ製剤間でのデータ読み替えを認め、既存の類似製剤の

試験結果を評価に活用する。デフォルト値が異なる製剤間でも吸収率の高

い製剤のデータを低い製剤に活用することは可能。 

 既存の類似製剤の試験結果を、有効成分含有量で補正することにより、濃

度の異なる製剤や希釈液の経皮吸収率を推定する。推定は、製剤および希

釈液の結果から、線形外挿法により行う。 

 ただし、新製剤において、皮膚刺激性および皮膚感作性が、データを引用

する既製剤と同等あるいはより低くなることが本ルールを適用する前提条

件。 

(4) 文献： 
1. OECD Guideline for the testing of chemicals 427: Skin Absorption: in vivo 

Method (2004)  
2. OECD Guideline for the testing of chemicals 428: Skin Absorption: in vitro 

Method (2004) 
3. Guidance on dermal absorption: EFSA Journal 2017; 15 (6):4873 
4. Guidance notes on dermal absorption: OECD series on Testing and 

Assessment No. 156 (2011)  
注：2019 年内に最終化を目指して、EFSA ガイダンスの内容も盛り込みつつ、

現在改訂作業中。 
5. Manual on the Development and Use of FAO and WHO Specifications for 

Pesticides 2016 
6. European Commission; SANTE/2018/10591 rev.1: Guidance on dermal 

absorption (2018) 
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経皮吸収率の評価に関する指針（案） 

1. はじめに

本指針は、農薬使用者のリスク評価に必要な経皮吸収率の推定、及び、試験結果がな

い場合のデフォルト値の選定、他の製剤で実施した経皮吸収試験の結果を利用して経

皮吸収率を推定する際の基準を示したものである。作成にあたり、評価の枠組みが確

立している欧州および OECD のガイダンス文書を参考とした。

なお、本指針は、現時点における科学的知見に基づく基本的考え方をまとめたもので

あり、国際的な評価基準の動向、国内外の科学的知見等を勘案し、必要があると認め

るときは本指針を見直すこととする。

2. 経皮吸収率とは

経皮吸収試験における経皮吸収率とは、被験物質が皮膚を通過し、全身循環に到達し

た量の割合を示す。農薬使用者のリスク評価の際に体表面暴露量から体内摂取量に換

算する際に用いられる。

経皮吸収率を求める試験としては、in vivo 経皮吸収試験法（OECD TG427）及び in vitro
経皮吸収試験法（OECD TG428）がある。通常、経皮吸収率は、製剤ごとに実施した

経皮吸収試験で得られた結果に基づき推定するが、対象となる製剤で実施した試験結

果がない場合には、適切なデフォルト値を選定する、あるいは同一有効成分の類似製

剤で実施した経皮吸収試験結果から推定することができる。

3. 経皮吸収試験の試験法と評価

経皮吸収試験の試験法と評価は、以下の試験ガイドライン及びガイダンス文書に基づ

くものとする。

[試験ガイドライン] 
① In vivo 経皮吸収試験法（OECD TG427）
② In vitro 経皮吸収試験法（OECD TG428）

[ガイダンス文書] 
① Guidance notes on dermal absorption (OECD series on Testing and Assessment

No.156, 2011)
② Guidance on dermal absorption (EFSA Journal ,2017;15(6):4873)

4. 経皮吸収率の評価

経皮吸収率の評価は、前項のとおりテストガイドライン及びガイダンス文書に基づく

が、ガイダンス文書間で異なる評価方法については EFSA のガイダンス文書に基づき

以下のとおりとする。

平成 31年 2月 4日 農薬使用者への影響評価法に関する検討会（第 2回）資料 
資料 5-1 



2 
 

(1) 試験の優先度 

ヒトを用いた in vitro 試験 、ラットを用いた in vitro/in vivo 試験の 3 種類の試験成

績のうち、利用できる試験成績が 2 種類以上ある場合、ヒトの経皮吸収率を推定

するのが目的であること、動物愛護の観点及びラットはヒトより吸収率が高いこ

とを考慮し、採用する試験の優先度は以下のとおりである。また、新たに試験を

実施する場合の優先度も同様である。 

[優先度] 
ヒト in vitro 試験 ＞ラット in vitro 試験 ＞ラット in vivo 試験 

(2) 複数の試験からの経皮吸収率の推定（トリプルパック） 

ヒトを用いた in vitro 試験 、ラットを用いた in vitro/in vivo 試験の 3 種類の試験成

績が利用できる場合は、ラットとヒトにおける吸収率の差を考慮し、以下の式を

用いて経皮吸収率を推定する。 

in vivo ヒト =  in vivo ラット × in vitro ヒト / in vitro ラット 

(3) 経皮吸収率の推定 

① 経皮吸収量は、角質層を含む皮膚中の被験物質量と体内吸収量を合算して算

出する。in vitro 試験の場合はレセプター液への被験物質の移行量を体内吸収

量とする。経皮吸収率は、投与量に対する経皮吸収量の比率（％）として求

める。 

② 試験の回収率 

(ア) 原則、95～105%の回収率が得られていること。有効数字は、原則として

小数点第一位を四捨五入し整数で表記する。 

(イ) 全ての試料の回収率が 95%未満の場合 

1. 吸収率が 5%未満の場合は、未回収率を吸収率に加算する。 

2. 吸収率が 5%以上の場合は、吸収量を総回収量として、吸収率を回収

率で補正する。 

例：吸収率が 10%で回収率が 70%の場合、 
回収率で補正した吸収率は 14%となる。10×100/70＝14% 

(ウ) 一部の試料の回収率が 95%未満の場合 

適切な回収率が得られた試料と回収率の低かった試料の試験結果を比較

し、回収できなかった被験物質が吸収されたか否かを検証する。 

回収できなかった被験物質が吸収されたと判断する場合は 

1. 吸収率が 5%未満の場合は、未回収率を吸収率に加算する。 
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2. 吸収率が 5%以上の場合は、吸収量を総回収量として、吸収率を回収

率で補正する。 

例：吸収率が 10%で回収率が 70%の場合、回収率で補正した吸収率は

14%となる。10×100/70＝14% 

吸収されなかったと判断する場合は吸収率の再計算は行わない。 

何れか判断できない場合は、適切な回収率が得られたサンプルのみを用

いて経皮吸収率を推定する。 

③ サンプル間の変動 

試験動物間又は皮膚試料間の変動を考慮し、サンプル数（試験動物数又は皮

膚試料数）に応じた係数を乗じた標準偏差を吸収率（平均値）に加算して算

出する。 

経皮吸収率＝各試料の吸収率の平均＋標準偏差×係数 

使用する係数は下表のとおりである。 

サンプル数 係数 サンプル数 係数 
4 1.6 11 0.67 
5 1.2 12 0.64 
6 1.0 13 0.60 
7 0.92 14 0.58 
8 0.84 15 0.55 
9 0.77 16 0.53 
10 0.72  

④ 角質層中残留量（テープストリップ） 

(ア) テープストリップに付着する被験物質の扱いについては試験の種類（in 
vivo, in vitro）や被験物質の吸収率を考慮し、以下のとおりとする。 

(イ) in vitro 試験 

1. テープストリップのうち 2 番目までのテープストリップ由来の被験

物質を吸収量から除外して吸収率を算出する場合は以下のとおり 

・ 試料採取期間の半分の期間内におけるレセプター液への透過率

(t0.5) が 75%未満 
・ 試料採取期間が 24 時間未満 
・ 試料採取期間の半分の期間におけるレセプター液への透過率が

不明 

2. 上記の場合であっても、テープストリップを一括して分析した場合は
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2 番目までのテープストリップ由来の被験物質を吸収量から除外しな

い。 

3. 全てのテープストリップ由来の被験物質を吸収量から除外して吸収

率を算出する場合は以下のとおり 

・ 試料採取期間が 24 時間の場合であって試料採取期間の半分の期

間（12 時間）内におけるレセプター液への透過率(t0.5)が 75%以上 

4. 試料採取期間の半分の期間におけるレセプター液への透過率（t0.5）
は以下の式を用いて算出する。 

5. 試料採取期間が 24 時間の場合 

 
 

RF12(amounts recovered in receptor fluid at 12 h)：被験物質処理から 12 時間後に採取し
たレセプター液中の被験物質量 

RF24(amounts recovered in receptor fluid at 24 h)：被験物質処理から 24 時間後に採取し
たレセプター液中の被験物質量 

吸収率の算出に当たっては、以下のサイトで公表されている計算シート

が利用可能である。 

Dermal absorption: refined BfR template for in vitro calculations 
・Template for dermal absorption in vitro calculations_v2 
・Template for dermal absorption in vitro calculations_example_v2 
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/171207-0 

(ウ) in vivo 試験 

1. テープストリップのうち 2 番目までのテープストリップ由来の被験

物質を吸収量から除外して吸収率を算出する場合は以下のとおり 

・ 試料採取期間の半分の期間内における吸収率が 75%未満 
・ 試料採取期間が 24 時間未満 

2. 上記の場合であっても、テープストリップを一括して分析した場合は

2 番目までのテープストリップ由来の被験物質を吸収量から除外しな

い。 

3. 全てのテープストリップ由来の被験物質を吸収量から除外して吸収

率を算出する場合は以下のとおり 

・ 試料採取期間が 24 時間の場合であって試料採取期間の半分の期

間内における吸収率が 75%以上の場合 

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/171207-0
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⑤ 有効桁数 

最終的な経皮吸収率の有効数字は 2 桁以内とする。 

5. 経皮吸収試験を実施しない場合の経皮吸収率の設定方法 

(1) デフォルト値の利用 

農薬使用者の暴露評価に用いる経皮吸収率は、対象となる農薬の剤型や特性に応

じて以下のデフォルト値を用いることができる。 

① 剤型によるデフォルト値 

剤型による経皮吸収率のデフォルト値は下表のとおりである。なお、「その他

製剤」とは液体製剤（有機溶剤ベース）、液体製剤（水ベース）及び固体製剤

以外の製剤を示す。 

※：製剤の種類についての詳細は別添参照。 

② 経口吸収率の利用 

剤型によるデフォルト値よりも、対象となる農薬の動物代謝試験の結果から

算出される経口吸収率が低い値を示す場合は、経口吸収率を経皮吸収率に利

用することができる。 

③ 物理化学的性状によるデフォルト値 

有効成分の分子量が 500 超であり、かつ log Pow が -1 未満又は 4 超 に該当

する場合、当該有効成分を含む製剤及び希釈液の経皮吸収率は、10 %を適用

することができる。 

(2) 同一の有効成分を含む製剤で実施した経皮吸収試験の利用 

① 同一の製剤間での経皮吸収試験の利用（希釈倍数を変更する場合の経皮吸収

試験の利用方法） 

1. 申請する希釈倍数が、試験した希釈倍数より大きい（低濃度）場合 

製剤の種類 ※ 製剤の状態 デフォルト値 

液体製剤（有機溶剤ベース） 
その他製剤 

製剤 25 % 

希釈液 70 % 

液体製剤（水ベース） 
固体製剤 

製剤 10 % 

希釈液 50 % 
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経皮吸収試験成績の結果（製剤及び希釈液）から、線形外挿法により以下

の式を用いて経皮吸収率を補正した値を利用することができる。ただし、

補正した値が剤型によるデフォルト値を上回る場合は、デフォルト値を採

用する。 

また、希釈液のデータが複数ある場合は希釈液のデータを活用した外挿を

することができる。 

 

2 点の経皮吸収データ があり、x 倍希釈液の

経皮吸収率 y%を以下の式を用いて算出 

 

 

  例 1：（最高濃度）製剤の経皮吸収率 1% 
      （最低濃度）1,000 倍希釈液の経皮吸収率 6% 
            2,000 倍希釈液の経皮吸収率 →11% 

→11%を採用 

  例 2：（最高濃度）製剤の経皮吸収率 10% 

      （最低濃度）2,000 倍希釈液の経皮吸収率 40% 
            4,000 倍希釈液の経皮吸収率 →80% 

→デフォルト値 70%を採用 

 例 3：（最高濃度）1,000 倍希釈液の経皮吸収率 10% 

      （最低濃度）2,000 倍希釈液の経皮吸収率 12% 
            3,000 倍希釈液の経皮吸収率 →14% 

  →14%を採用 

 

2. 申請する希釈倍数が、試験した製剤の希釈倍数より小さい（高濃度）場合 

経皮吸収試験の結果（製剤、希釈液）のうち経皮吸収率が最も高い値を採

用する。 

  例 4：（最高濃度）製剤の経皮吸収率 5% 
      （最低濃度）3,000 倍希釈液の経皮吸収率 7% 
            2,000 倍希釈液の経皮吸収率は 7%を採用 
 
 



7 
 

② 同一の有効成分を含む異なる製剤で実施した経皮吸収試験の利用 

異なる製剤で実施した経皮吸収試験を利用する際の利用基準は以下の考え方

に従う。 

 異なる剤型間のうち、剤型によるデフォルト値が同じ剤型間では経皮吸収

率が同等と判断し、異なる製剤で実施したデータの利用を認める。製剤及

び希釈液中の有効成分含有量が異なる場合の外挿法は(2)①にしたがう。 

 異なる剤型間においては、剤型によるデフォルト値より経皮吸収率は液体

製剤（有機溶剤ベース）、液体製剤（水ベース）及び固体製剤の順に低くな

ると考えられるため、経皮吸収率が高い剤型から低い剤型への代替が可能 

 ただし、新製剤において、皮膚刺激性および皮膚感作性が、データを引用

する既製剤と同等あるいはより低くなることが本ルールを適用する前提

条件。具体的には、 

・ 新製剤を用いた皮膚刺激性試験において、投与初期（投与 24 時間以

内）の皮膚刺激性（Draize 評点）が、データを引用する既製剤の皮膚

刺激性と同等（GHS 区分が同一）又はそれ以下であること 

・ 新製剤を用いた皮膚感作性試験において、データを引用する既製剤の

陽性率と同等（GHS 区分が同一）又はそれ以下であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

登録する製剤 試験した製剤 
液体製剤 

（有機溶剤ベース） 
液体製剤（水ベース） 

固体製剤 

液体製剤 
（有機溶剤ベース） 

液体製剤（水ベース） 液体製剤（水ベース） 
固体製剤 固体製剤 
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別添 

 

「Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides (FAO/WHO, 
2016)」に基づく製剤の種類及び国内での剤型分類 

 

１．液体製剤（有機溶媒ベース） 

剤型 
コード 

剤型コードについて 
の説明 

剤型の詳細説明 
国内での 
剤型分類 
（種類名） 

分類の 
判断基準 

EC  Emulsifiable 
concentrate 

（高濃度）乳

剤 
水に希釈後、エマ

ルションとして使

用する均質な液体

製剤 

乳剤 － 

DC  Dispersible 
concentrate 

（高濃度）水

和剤 
水に希釈後、固体

が分散している状

態で使用される均

質な液体の製剤 

水和剤 補助成分に有

機溶媒を使用

している水和

剤 

EW Emulsion, oil 
in water 

乳濁製剤 農薬が水相中で微

細な小球体として

有機相中に分散し

ている、不均質な

溶液からなる液体

製剤 

乳剤 － 

SE Suspo-
emulsion 

SC+EW 剤 水相中に、有効成

分が固体の微粒子

及び微細な小球体

の形で、安定的に

分散している液体

製剤 

水和剤 補助成分に有

機溶媒を使用

している水和

剤 

OL/OF Oil-miscible 
liquids 

油脂混合液体

製剤 
有機溶媒に希釈し

た後、均質な液体

として使用する液

体の製剤 

油剤 － 
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OD Oil-based 
suspension 
concentrate 

油脂分散性水

和剤 
水と混和しない液

体の中に、有効成

分が安定な懸濁液

になった製剤。使

用前に水に希釈し

て使用する 

油剤 － 

ME Microemulsion マイクロエマ

ルション製剤 
そのまま又は水に

希釈して使用する

油及び水を含んだ

液体で、乳白色の

澄んだ製剤。希釈

したマイクロエマ

ルション又は一般

的なエマルション

の形をしている 

液剤 補助成分に有

機溶媒を使用

している液剤 

 

２．液体製剤（水ベース） 

剤型 
コード 

剤型コードについて 
の説明 

剤型の詳細説明 
国内での 
剤型分類 
（種類名） 

分類の 
判断基準 

SL Soluble 
concentrate 

（高濃度）

水溶液剤 
水に希釈後、有効

成分の水溶液とし

て使用する澄んだ

乳白色の液体製

剤。水に不溶な補

助成分を含む 

液剤 補助成分に有

機溶媒を使用

していない液

剤 

SC Suspension 
concentrate 

（高濃度）

懸濁製剤 
液体の中に有効成

分が安定な懸濁液

になっている製

剤。使用前に水に

希釈して使用する 

水和剤 補助成分に有

機溶媒を使用

していない水

和剤 

－ － － － 複合肥料（液体） － 
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３．固体製剤 

剤型 
コード 

剤型コードについて 
の説明 

剤型の詳細説明 
国内での 
剤型分類 
（種類名） 

分類の 
判断基準 

WP Wettable powder 水和剤（粉

末） 
水に分散させ懸濁液

として使用する粉状

の製剤 

水和剤 － 

WG/WDG Water-dispersible 
granules 

顆粒水和剤 水に分散又は崩壊さ

せて使用する顆粒製

剤 

水和剤 － 

SG Water-soluble 
granules 

水溶性粒剤 水に溶解後、有効成

分の水溶液として使

用する顆粒の製剤 

水溶剤 － 

SP Water-soluble 
powder 

水溶性粉剤 水に溶解後、有効成

分の水溶液として使

用する粉状製剤。 

水溶剤 － 

DP Dustable powder 粉剤 散粉するのに相応し

い流動性を持つ粉末

製剤 

粉剤 － 

GR Granule 粒剤 使用に適した粒径範

囲に規定した流動性

を持つ固体製剤 

粒剤 － 

－ － － － 粉粒剤 

複合肥料（固

体） 

粉末 

 

 

４．その他製剤 

上記に含まれない製剤 

（マイクロカプセル剤等） 
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