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英文 和訳 

PREAMBLE 
 

1. This guidance provides clarity for test facilities on the 

expectations of national Good Laboratory Practice (GLP) 

compliance monitoring authorities on how test items are 

transported, received, identified, labelled, sampled, handled, 

stored, characterised, archived and disposed. The document 

consolidates existing OECD guidance on test items that are used 

in studies conducted in compliance with the Principles of GLP. It 

also aims to promote a consistent approach that is appropriate to 

the objective of the study and the nature of the test item. 

前文 
 

1. このガイダンスは、国家の優良試験所基準（GLP）適合性

モニタリング当局の期待に基づき、被験物質の輸送、受領、

識別、表示、サンプリング、取扱い、保管、特性確認、保存

及び廃棄の方法に関して、試験施設に明快さを提供する。こ

の文書は、GLP 原則を遵守して実施される試験で使用される

被験物質に関する既存の OECD ガイダンスをまとめたもの

である。また、試験の目的と被験物質の性質に適した整合性

のあるアプローチを促進することも目的としている。 
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1. SCOPE 
 

2. This document is designed to provide guidance on: 

・ the transportation, receipt, identification, labelling, sampling, 
handling, storage, characterisation, archiving and disposal of 

all test items used in GLP studies. 

・ the expectations on the characterisation of different types of 
test items that are used in the conduct of a broad range of 

non-clinical studies carried out in compliance with the 

Principles of GLP. Test items could be from different origins 

such as chemical, biological, synthetic, natural, living 

organisms, transgenic organisms, items from complex 

industrial or biological processes, complex mixtures or part of 

them. The final use of test items includes but is not limited to 

agrochemicals, industrial chemicals, pharmaceuticals (human 

and veterinary), cosmetics products, food/feed additives and 

medical devices. 

1. 適用範囲 
 

2. この文書は、以下の指針を提供するために作成されてい

る。 

・ GLP 試験で使用されるすべての被験物質の輸送、受領、

識別、表示、サンプリング、取扱い、保管、特性確認、

保存及び廃棄。 

・ GLP 原則を遵守して実施される幅広い非臨床試験で使用

される様々な種類の被験物質の特性確認に対する期待。

被験物質は、化学的、生物学的、合成、天然、生物、ト

ランスジェニック生物、複雑な工業的又は生物学的プロ

セスからの物質、複雑な混合物又はそれらの一部などの

種々の起源由来であり得る。被験物質の最終的な用途に

は、農薬、工業薬品、医薬品（ヒト用及び動物用）、化粧

品、食品/飼料添加物及び医療機器が含まれるが、これら

に限定されない。 



Japan Society of Quality Assurance 

 4 / 28 
 

英文 和訳 

3. The expectations in this guidance for “test facilities”, “Test 

Facility Management” and “Study Directors”, would equally 

apply to “test sites”, “Test Site Management” and “Principal 

Investigators”, where delegated study phases are conducted as part 

of a multisite study. (These terms are defined in the OECD 

Principles on Good Laboratory Practice1.) 

3. このガイダンスにおいて「試験施設」、「運営管理者」及び

「試験責任者」に期待されることは、複数場所試験の一環と

して実施される委託試験局面での「試験場所」、「試験場所管

理責任者」及び「試験主任者」にも同様に適用される。（こ

れらの用語は、OECD GLP 原則 1 で定義されている）。 

 
1 OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance 

Monitoring; Number 1 

[ENV/MC/CHEM(98)17] 

1 優良試験所基準と適合性監視の原則の OECD シリーズ；No.1 

[ENV/MC/CHEM(98)17]] 

 

4. The amount of information required for transportation, receipt, 

identification, labelling, sampling, handling, storage, 

characterisation, archiving and disposal can vary from 

study-to-study. This is due to the wide variety of test items, the 

objectives of the study and the development stage of the test item. 

Because of the diverse nature of test items there is an expectation 

that Test Facility Management will undertake appropriate and 

proportionate risk-based assessments of the management, 

characterisation and use of each test item throughout their use on 

GLP studies. This should enable the test facility personnel to 

maintain a controlled approach in assessing whether information 

4. 輸送、受領、識別、表示、サンプリング、取扱い、保管、

特性確認、保存及び廃棄に求められる情報量は、試験ごとに

違い得る。これは、被験物質の多様性、試験の目的及び被験

物質の開発段階に起因する。被験物質の多様性のため、運営

管理者は、GLP 試験での使用を通じて、各被験物質の管理、

特性確認、及び使用について適切かつバランスの取れたリス

クベース評価を実施することが期待される。これにより、試

験施設職員は、被験物質について利用可能な情報が十分かど

うかを評価する際に、制御されたアプローチを維持すること

が可能になる。意思決定のためのリスクベースドアプローチ

の採用は、被験物質が意図したものであり、試験目的を実現
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they have available on the test item is sufficient. Adoption of a 

risk-based approach to decision making should also serve to 

ensure that the test item is what it purports to be and is suitable to 

fulfil the objectives of the study. 

するために適切であることを保証するのにも役立つはずで

ある。 

2. DEFINITIONS OF TERMS 
 

2.1. Test Item 
 

5. Test item is defined as an article that is the subject of a study. 

The conclusion of a GLP study provides information on the 

properties of the test item which allows an assessment of the risk 

it presents to the safety of humans, animals or the environment. It 

should be noted that test item is also referred to as "test chemical" 

in some of the OECD Test Guidelines2. 

2. 用語の定義 

 

2.1. 被験物質 
 

5. 被験物質は、試験の対象となるものとして定義される。

GLP 試験の結論は、ヒト、動物又は環境の安全性に与えるリ

スクの評価を可能にする、被験物質の特性に関する情報を提

供する。被験物質（test item）は、OECD 試験ガイドライン 2

の一部において、test chemical とも呼ばれることに留意すべ

きである。 
2 Terminology in OECD Test Guidelines to designate what is tested. In June 

2013, OECD's Joint Meeting of the Chemicals Committee and the Working 

Party on Chemicals, Pesticides and Biotechnology agreed that where possible 

with respect to Test Guidelines, a more consistent use of the term “test 

chemical” describing what is being tested should now be applied in new and 

updated Test Guidelines. However, it is important to note that previously 

2 試験されるものを指定するための OECD試験ガイドラインの用語。2013

年 6 月、化学物質委員会と化学薬品、農薬、バイオテクノロジーに関す

る作業部会の OECD 合同会議は、試験ガイドラインに関しては可能な限

り、試験されているものを表現する test chemical の用語をより一貫して

使用することを、新しい試験ガイドライン及び更新された試験ガイドラ

インに適用されるべきであることに合意した。ただし、以前に採択され
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adopted OECD Test Guidelines will still use the terms "test item", "test 

compound", "test substance" or other similar term to describe what is being 

tested.” The intention of this proposal is not to provide a new definition of the 

term “chemical(s)”, but rather to be consistent with the UN definition of it 

when applicable, i.e. in Test Guidelines that make reference to the UN GHS for 

Classification and Labelling where “chemical” means “substance and 

mixture”. 

た OECD 試験ガイドラインでは、試験対象を説明するうえで、test item、

test compound、test substance 又は他の同様の用語をまだ使用していること

に注意が必要である。この提案の意図は、chemical(s)という用語の新しい

定義を提供することではなく、むしろ適用可能であれば国連の定義、す

なわち、chemical が substance and mixture を意味する、国連の GHS（化学

品の分類及び表示に関する世界調和システム）を参照する試験ガイドラ

インと調和するようにすることである。 

2.2. Batch 
 

6. Batch (or lot) is defined as a specific quantity of a test item 

produced during a defined cycle of manufacture in such a way that 

it could be expected to be of a uniform and homogeneous 

character and should be designated as such. 

2.2. バッチ 

 

6. バッチ（又はロット）は、均一で同質の特性となるように

定められた製造サイクルにおいて製造された被験物質の特

定量として定義され、そのように指定されるべきである。 

2.3. Vehicle 
 

7. Vehicle is defined as any agent that serves as a carrier and is 

used to mix, disperse, suspend or solubilise the test item to 

facilitate the administration and/or application to the test system. 

2.3. 媒体 
 

7. 媒体は、試験系への投与及び/又は適用を容易にするため

に被験物質を混合、分散、懸濁又は可溶化する目的で担体と

して使用される任意の物質として定義される。 

2.4. Formulation 
 

2.4. 製剤 
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8. A formulation (or mixture) is a combination of a test item and 

different ingredients such as excipients that are combined and 

administered and/or applied to the test system in a different form, 

e.g. tablet, capsule, solution. 

8. 製剤（又は混合物）は、被験物質と、異なった形状で投与

及び/又は適用するために混合される賦形剤などの異なる成

分との組み合わせで、例えば錠剤、カプセル、溶液である。 

2.5. Preparation of test item 
 

9. Preparation of test item (or prepared test item) could be a 

formulation (or mixture) containing the test item or the test item in 

a vehicle, where the combination is obtained by dilution, mixing, 

dispersion, suspension, solubilisation and/or another process with 

the intention to be ministered to the test system. The test facility 

can be supplied with the test item or with preparation(s) of the test 

item to be processed again or preparation(s) of the test item ready 

to be applied or administrated to the test system (also called 

“ready-to- use”). 

2.5. 被験物質の調製物 

 

9. 被験物質の調製物（又は調製された被験物質）は、被験物

質を含む製剤（又は混合物）あるいは媒体中の被験物質でも

よく、その組み合わせは、希釈、混合、分散、懸濁、可溶化

及び/又は試験系への投与を意図した別のプロセスによって

得られる。試験施設には、被験物質又は再調製が必要な被験

物質の調製物、あるいは試験系に適用又は投与する準備がで

きた被験物質の調製物（「調製済み」とも呼ばれる）を供給

することができる。 

10. A test item which is encapsulated or packed in some other 

way, in the absence of excipients or a vehicle, for the purposes of 

delivery to the test system is not regarded as a prepared test item 

in this document. 

10. この文書では、試験系に被験物質を送達する目的で、賦

形剤又は媒体が存在せず、何か他の方法でカプセル化又は包

装された被験物質は、調製された被験物質とはみなされな

い。 

2.6. Characterisation 2.6. 特性確認 
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11. Characterisation determines attributes of the test item and 

provides the evidence to support its suitability for use in GLP 

studies. 

 

11. 特性確認は、被験物質の属性を決定し、GLP 試験におけ

るその使用の適合性を裏付ける証拠を提供する。 

2.7. Identification 
 

12. Identification of the test item is the process of checking and 

assessing the test item against the supplied information to 

determine whether the test item is as expected. Supplied 

information could be the shipping documents, emails from the 

supplier, the test item label, etc. Typical characteristics used to 

identify the test item would be the name, batch number, purity, 

concentration, composition, chemical, physical and biological 

parameters. Identification can also include a physical and/or 

analytical check. The process of identification should be carried 

out prior to the start of the experimental phase of a GLP study. 

2.7. 識別 

 

12. 被験物質の識別は、被験物質が期待どおりであるかどう

かを判定するために、提供される情報に対して被験物質を確

認し評価するプロセスである。提供される情報は、出荷文書、

供給業者からの電子メール、被験物質ラベルなどがあり得

る。被験物質を識別するために使用される典型的な特性は、

名称、バッチ番号、純度、濃度、組成、化学的、物理的及び

生物学的パラメータである。識別には、物理的及び/又は分析

的検査を含めることもできる。識別プロセスは、GLP 試験の

実験段階の開始前に実施されるべきである。 

2.8. Test system 
 

13. Test system means any biological, chemical or physical 

system or a combination thereof used in a study. 

2.8. 試験系 
 

13. 試験系とは、試験に用いられる生物的、化学的又は物理

的な系あるいはそれらの組み合せをいう。 
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2.9. Expiry Date (or Expiration Date) 
 

14. Expiry Date (or Expiration Date) is the designated date a test 

item is expected to remain within established shelf life 

specifications if stored under defined conditions and after which it 

should not be used. 

2.9. 有効期限 
 

14. 有効期限（Expiry Date 又は Expiration Date）とは、被験

物質が規定された条件の下で保管された場合に、その日まで

は、確立された保管期間中の品質を維持していることが期待

され、かつ、その後は使用されるべきではない指定日である。 

2.10. Retest Date 
 

15. Retest Date is the date a test item should be re-examined to 

ensure that it is still suitable for use. 

2.10. リテスト日 
 

15. リテスト日は、被験物質がまだ使用に適していることを

確認するためにリテストされるべき日付である。 

3. RESPONSIBILITIES 
 

3.1. Test Facility Management 
 

16. Test Facility Management should ensure that test items are 

appropriately characterised and that there are procedures which 

describe how test items should be transported, received, identified, 

labelled, sampled, handled, stored, characterised, archived and 

disposed. These procedures should describe the actions and 

responsibilities required to ensure that the test item is suitable to 

3. 責任 
 

3.1. 運営管理者 

 

16. 運営管理者は、被験物質の特性が適切に確認されている

ことを保証し、被験物質の輸送、受領、識別、表示、サンプ

リング、取扱い、保管、特性確認、保存及び廃棄の方法を示

す手順を確保すべきである。これらの手順には、被験物質が

GLP 試験の目的を達成するために適切であることを保証す

るために必要な行動と責任を記載すべきである。運営管理者
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fulfil the objectives of the GLP study. Test Facility Management 

should ensure that the test facility has an adequate number of 

qualified personnel, appropriate facilities, equipment and 

materials available, to ensure the integrity of the test item. 

は、試験施設に、被験物質の完全性を保証するために十分な

数の有資格者、適切な設備、機器及び利用可能な資材を確保

すべきである。 

3.2. Study Director 
 

17. The Study Director has overall responsibility for the 

compliance of the study with the Principles of GLP. Therefore, 

when designing the study the Study Director should assess 

whether the materials, the test system and the test methods which 

will be used are compatible and suitable for use with the expected 

test item. It is essential that the Study Director has confidence in 

the procedures used to characterise the test item and is sure that 

the test item is what it purports to be. 

3.2. 試験責任者 

 

17. 試験責任者は、試験の GLP 原則への遵守に関する全体的

な責任を負う。したがって、試験を計画する際には、試験責

任者は、使用される材料、試験系及び試験方法が、想定され

る被験物質との使用に適合し、適切であるかどうかを評価す

べきである。試験責任者は、被験物質の特性確認のために使

用される手順に信頼をもち、被験物質が意図されたものであ

ることに相違ないと確信していることが必須である。 

3.3. Quality Assurance personnel 
 

18. The Quality Assurance personnel undertake the activities of 

the Quality Assurance Programme. The Quality Assurance 

Programme should include inspections to verify the 

implementation of relevant procedures and practices, such as 

3.3. 信頼性保証担当者 

 

18. 信頼性保証担当者は、信頼性保証プログラムの活動を行

う。信頼性保証プログラムには、被験物質の輸送、受領、識

別、表示、サンプリング、取扱い、保管、特性確認、保存及

び廃棄などの関連する手順と実務の実施を検証するための
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transportation, receipt, identification, labelling, sampling, 

handling, storage, characterisation, archiving and disposal of test 

items. 

調査を含むべきである。 

3.4. Archivist 
 

19. The Archivist is responsible for the management, operations 

and procedures for archiving records and materials, including the 

test item, in accordance with established procedures and the 

Principles of GLP. 

3.4. 資料保存施設管理責任者 
 

19. 資料保存施設管理責任者は、確立された手順及び GLP 原

則を遵守して、被験物質を含む記録及び資料を保存するため

の管理、操作及び手順に対して責任を有する。 

3.5. Sponsor 
 

20. The Sponsor often provides the test facility with information 

about the test item which is needed to ensure the study to be 

performed is in compliance with the Principles of GLP. For 

example, information is often provided on storage conditions, 

stability, expiry date, homogeneity, purity, batch number, etc. The 

Sponsor is responsible for submitting the results and outcomes 

from GLP studies to regulatory receiving authorities in support of 

chemical safety. 

3.5. スポンサー 

 

20. スポンサーは、しばしば試験施設に GLP 原則を遵守した

試験を確実に行うため必要な被験物質に関する情報を提供

する。例えば、保管条件、安定性、有効期限、均一性、純度、

バッチ番号などに関する情報がしばしば提供される。スポン

サーには、化学物質の安全性を支持するために、GLP 試験の

結果と成果を当局に提出する責任がある。 

4. TEST ITEM TRANSPORTATION AND RECEIPT 4. 被験物質の輸送と受領 
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21. To preserve the integrity of the test item, care should be taken 

to avoid it being exposed to environmental conditions which may 

be detrimental. Prior to sending the test item there should be a 

mechanism, developed in co-operation between the sponsor (or 

the sender) and the test facility, to establish the conditions the test 

item is expected to be subject to during transportation. Special 

care should be taken if the test item is temperature, light and/or 

humidity sensitive. Appropriate monitoring measures, such as the 

use of data loggers, max/min thermometers or the visual check of 

the presence of dry ice on arrival may be required commensurate 

to risk. 

 

21. 被験物質の完全性を保つために、有害と思われる環境条

件に曝されないように注意すべきである。被験物質を送る前

に、被験物質が輸送中に被ると予想される条件を確立するた

めの方法を、スポンサー（又は送付者）と試験施設は協力し

て構築すべきである。被験物質が温度、光及び/又は湿度に敏

感な場合は、特別に注意を払うべきである。データロガー、

最高/最低温度計の使用、あるいは到着時のドライアイスの有

無の目視確認などのリスクに見合った適切なモニタリング

手段が必要となるかもしれない。 

22. An assessment of the integrity of the test item upon receipt is 

essential to confirm that it is suitable for use in the study. The 

assessment should be recorded and retained by the test facility and 

should include a review of the shipping and environmental 

conditions, where monitored, during all stages of transportation, 

the physical condition of the test item and its container upon 

arrival and the date of receipt. 

22. 受領時に被験物質の完全性を評価することは、試験での

使用に適していることを確認するために不可欠である。被験

物質の完全性の評価は、試験施設において記録され、保持さ

れるべきであり、出荷時及び監視するならば輸送のすべての

段階での環境条件のレビュー、到着時の被験物質及び容器の

物理的状態、並びに受領日を含むべきである。 

5. IDENTIFICATION, LABELLING AND SAMPLING 5. 識別、表示及びサンプリング 
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23. Verification of the identity of the test item is an integral part of 

ensuring the integrity of a GLP study, therefore great importance 

should be placed on the procedures used to confirm that the test 

item is what it is expected to be. 

 

23. 被験物質の同一性の確認は、GLP 試験の完全性を保証す

るための不可欠な部分であるため、被験物質が期待されるも

のであることを確認するために使用される手順を特に重要

視すべきである。 

24. For each GLP study there should be a mechanism, developed 

in co-operation between the sponsor and the test facility, to verify 

the identity of the test item. The identity of the test item should be 

verified upon arrival at the test facility. Verification should 

include ensuring that information on the container in which the 

test item is shipped and the labelling on the test item matches 

information recorded on the certificate of analysis, or other 

relevant information provided by the sponsor. 

24. 各 GLP 試験について、被験物質の同一性を確認するため

の方法をスポンサーと試験施設との協力で構築すべきであ

る。試験施設への到着時に、被験物質の同一性を検証すべき

である。検証には、被験物質の輸送容器に表示された情報と

被験物質上の表示が、分析証明書に記録された情報又はスポ

ンサーが提供する他の関連情報と一致することを確認する

ことが含まれるべきである。 

25. Checking that the physical characteristics of the test item, such 

as colour and consistency, match the physical characteristics 

detailed on the certificate of analysis or other associated 

documentation is an important part of the verification process. The 

extent and depth of what is checked can vary from test item to test 

item and should be justified; checks may include laboratory 

analysis. These checks can be performed immediately after 

25. 被験物質の色や密度などの物理的特性が分析証明書やそ

の他の関連文書に記載された物理的特性と一致することを

確認することは、検証プロセスの重要な部分である。確認で

きる範囲と深さは被験物質ごとに異なり、正当化されるべき

である。確認には実験室での分析が含まれることがある。こ

れらの確認は、受領直後又は容器の最初の開封時に行うこと

ができる。これらの確認の証拠は文書化され、保持されるべ
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reception or at the first opening of the container. Evidence of these 

checks should be documented and retained. 
きである。 

26. Containers used to hold the test item should carry unique 

identification information, expiry date and specific storage 

instructions. If a test item is stored in a container which is small or 

difficult to label, it would be appropriate to assign a unique 

reference number or identifier to the container which is traceable 

to more comprehensive information either in paper or electronic 

format. 

26. 被験物質を収容する容器には、固有の識別情報、有効期

限及び特定の保管指示事項が記載されているべきである。被

験物質が小さいかもしくは表示するのが難しい容器に保管

されている場合は、紙や電子様式にある包括的な情報に紐づ

けることが可能な固有の参照番号又は識別子を容器に割り

当てることが適切である。 

27. Sampling procedures should be designed to prevent 

cross-contamination or potential confusion between test items. 

27. サンプリング手順は、相互汚染又は被験物質間の混同の

可能性を防止するように設定されるべきである。 

28. To ensure retained and archived samples of test item are 

representative of the material used during the study, samples 

should be taken immediately after receipt or at the first opening of 

the container, and then stored in the appropriate conditions. 

28. 試験中に使用された被験物質の代表として被験物質サン

プルを保持し保存することを確実にするため、受領直後又は

容器の最初の開封時にサンプルを採取し、適切な条件で保管

すべきである。 

6. HANDLING AND STORAGE 
 

29. Handling and storage facilities should be designed to ensure 

the integrity of the test item before and during its use on the study. 

Safety issues should also be taken into consideration. Some test 

6. 取扱い及び保管 

 

29. 被験物質を取扱う施設及び保管する施設は、試験に使用

前及び使用中の被験物質の完全性を保証するように設計さ

れるべきである。安全性の問題についても考慮すべきであ
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items require special handling and storage conditions because of 

their physical/chemical/biological properties; for example, test 

items may be light sensitive, hygroscopic, require refrigeration or 

freezing. 

る。ある被験物質は、その物理的/化学的/生物学的特性のた

めに特別な取扱い及び保管条件を必要とする。例えば、被験

物質が、光感受性である、吸湿性がある、冷蔵又は冷凍を必

要とする場合がある。 

30. To prevent cross contamination or potential confusion 

between test items, there should be separate rooms or areas for the 

receipt, storage and preparation of test items before administration 

or application to the test system. Methods used to prevent cross 

contamination, such as separation in terms of location and/or time, 

cleaning or decontamination, restricted access to the test items 

should be described in procedures. 

30. 被験物質間の相互汚染や混同の可能性を防ぐために、試

験系への投与又は適用前に、被験物質の受領、保管及び調製

のための分離された部屋又は区域があるべきである。場所及

び/又は時間の分離、清掃又は汚染除去、被験物質へのアクセ

ス制限などの交差汚染を防止するために使用される方法は、

手順書に記載されるべきである。 

31. Test item storage rooms or areas should be separate from 

rooms or areas housing the test systems. 

31. 被験物質の保管室又は区域は、試験系を収容する部屋又

は区域とは別にすべきである。 

32. Records of the quantity of test item received, the amount used 

during the conduct of the study, and the quantity remaining at the 

end of the study should be maintained. Quantities could be 

measured in weight, volume, unit or any other relevant way. Any 

discrepancies between the expected quantity and the actual 

quantity of stored test item should be investigated and justified. 

Responsibilities for the maintenance of those records should be 

32. 受領した被験物質の量、試験実施中に使用した量、試験

終了時に残っている量の記録は維持管理されるべきである。

数量は、重量、容量、単位又はその他の関連する方法で測定

することができる。予想される量と実際に保管された被験物

質の量との間に差異があれば、調査し正当化する必要があ

る。これらの記録を維持管理する責任は、運営管理者によっ

て定められるべきである。 
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defined by the Test Facility Management. 

33. From the receipt of the test item by the test facility, the records 

of quantities of test item, handling conditions and storage 

conditions and locations should be maintained and retained in the 

archive by the test facility. Where multiple batches of a test item 

are used during a GLP study, such records should be available for 

each batch. Responsibilities for the maintenance of these records 

should be defined by the Test Facility Management. 

33. 試験施設による被験物質の受領から、被験物質の数量、

取扱い条件、保管条件及び保管場所の記録は、試験施設によ

って維持され、保管され、保存されるべきである。GLP 試験

中に被験物質の複数のバッチが使用される場合、そのような

記録はバッチごとに利用可能であるべきである。これらの記

録を維持する責任は、運営管理者によって定められるべきで

ある。 

7. CHARACTERISATION OF THE TEST ITEM 
 

7.1. General information 
 

34. The Principles of GLP require information on identity, such as 

name, code, CAS number, biological parameters, batch number, 

purity, composition, concentrations, and, in case of several 

batches of test item, characteristics to appropriately define each 

batch. Stability of the test item under storage and test conditions 

should also be available. 

7. 被験物質の特性確認 

 

7.1. 一般的情報 
 

34. GLP 原則は、名称、コード、CAS 番号、生物学的パラメ

ータ、バッチ番号、純度、組成、濃度などの識別に関する情

報を要求しており、複数のバッチの被験物質の場合、各バッ

チを適切に定義する特性が必要である。保存及び試験条件下

での被験物質の安定性も利用可能であるべきである。 

35. No or inadequate information on the characterisation of the 

test item constitutes a deviation from the Principles of GLP. The 

35. 被験物質の特性確認に関する情報が全くないか、不十分

であることは GLP 原則からの逸脱となる。試験データの妥
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impact the deviation has on the validity of the study data and the 

extent of compliance with the Principles of GLP should be 

described by the Study Director in the GLP compliance statement 

of the final study report. 

当性と GLP 原則の遵守範囲に逸脱が及ぼす影響は、試験責

任者によって最終報告書の GLP 適合陳述書に記載されるべ

きである。 

36. Consideration should always be given to whether information 

on the characteristics of the test item is needed in order to design 

the study and issue the study plan. 

36. 試験を計画し、試験計画書を作成するために、被験物質

の特性に関する情報が必要かどうかについて常に考慮すべ

きである。 

37. There is an expectation that test item administration or 

application only occurs when sufficient information is available 

that confirms the identity of the test item. 

37. 被験物質の投与又は適用は、被験物質の同一性を確認す

るために十分な情報が利用可能な場合にのみ行われること

が期待される。 

38. The characterisation of the test item, including stability, 

should always be completed by the end of the study so that 

information can be detailed in the final study report. 

38. 被験物質の安定性を含む特性確認は、最終報告書に情報

を詳述できるように、試験終了までには必ず完了しているべ

きである。 

39. Where multiple batches of test item are used during a GLP 

study, characterisation information should be available for each 

batch of the test item used. 

39. GLP 試験中に被験物質の複数のバッチが使用される場

合、使用される被験物質の各バッチについて特性情報が利用

可能であるべきである。 

7.2. Source of characterisation data 
 

40. The characterisation of the test item may be carried out by the 

7.2. 特性確認データの情報源 

 

40. 被験物質の特性確認は、スポンサー、サプライヤー又は
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sponsor, a supplier or the test facility. If characterisation is 

performed by the sponsor or a supplier, Test Facility Management 

should ensure that documented procedures are in place to verify 

the integrity and quality of the information provided. 

試験施設によって実施されてもよい。特性確認がスポンサー

又はサプライヤーによって実施される場合、運営管理者は、

提供される情報の完全性と品質を検証するための文書化さ

れた手順を保証すべきである。 

41. In every case, the final study report should describe who is 

responsible for test item characterisation and who performed it. 

The report may also provide other relevant information such as the 

quality system under which the characterisation was performed. 

41. すべてのケースにおいて、最終報告書には、被験物質の

特性確認に責任のある者とそれを実施した者が記載されて

いるべきである。また、報告書には、特性確認が行われた品

質システムのような他の関連情報を記載してもよい。 

7.3. Data on identity 
 

42. The Principles of GLP require that for each study, the identity, 

including batch number, purity, composition, concentrations, or 

other characteristics necessary to appropriately define each batch 

of the test item, should be known. 

7.3. 識別データ 

 

42. GLP 原則は、各試験において被験物質の各バッチを適正

に判別できるように、バッチ番号、純度、組成、濃度、又は

個々のバッチを適切に定義するために必要なその他の特性

を含む識別が明確になされていなければならないと要求し

ている。 

43. The test facility may be supplied with a certificate of analysis, 

which usually provides basic information on the physical 

characteristics of the test item. In the absence of a certificate of 

analysis, information needed to confirm the identity and properties 

of the test item may be supplied in alternative formats such as a 

43. 試験施設には、通常、被験物質の物理的特性に関する基

本的な情報を提供する分析証明書が提供される。分析証明書

がない場合、被験物質の同一性及び特性を確認するために必

要な情報は、実験報告書、安全性データシート、覚書、書簡

又は電子メールなどのスポンサーからの代替書式で提供さ
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laboratory report, safety data sheet, memorandum, letter or email 

from the sponsor. All information supplied about the identification 

of a test item should be retained. 

れる。被験物質の識別について提供されたすべての情報は保

管されるべきである。 

7.4. Data on stability 
 

44. The test facility should be provided with information on the 

stability of the test item under storage and test conditions, or the 

test facility should determine such information. The stability of 

the test item can only be assured if the material is handled and 

stored appropriately, and is used before expiration. 

7.4. 安定性データ 
 

44. 試験施設には、保管及び試験条件下での被験物質の安定

性に関する情報が提供されるか、あるいは試験施設がそのよ

うな情報を決定すべきである。被験物質の安定性は、物質が

適切に取り扱われ、保管され、有効期限より前に使用される

場合にのみ保証される。 

45. The available data (e.g. retest or expiry date or any other 

indicator of stability) should be reported in as detailed a fashion as 

possible in the final study report. 

45. 利用可能なデータ（例えば、リテスト日又は有効期限、

あるいは安定性の他の指標）は、最終報告書に可能な限り詳

細に報告されるべきである。 

7.5. Characterisation data for specific test items 
 

46. If characterisation data required by the Principles of GLP is 

not available before completion of a GLP study, the lack of such 

information should be outlined and justified in the final study 

report as a GLP deviation and its impact on the validity of the 

study assessed. 

7.5. 特定の被験物質の特性確認データ 
 

46. GLP 試験が終了する前に GLP 原則によって要求される特

性データが入手できない場合、そのような情報の欠如は、

GLP からの逸脱として最終報告書に要約され、正当化され、

試験の妥当性への影響が評価されるべきである。 



Japan Society of Quality Assurance 

 20 / 28 
 

英文 和訳 

47. The lack of data on the characterisation of a test item - because 

it is difficult or impossible to collect - should be justified. 
47. 収集が困難又は不可能であることによる被験物質の特性

確認に関するデータの欠如は正当化されるべきである。 

48. For some other specific test items, additional data on 

characterisation from those required by the Principles of GLP can 

be essential. Some examples of specific test items are given 

hereafter in the following chapters 7.5.1. to 7.5.8. 

48. その他の特定の被験物質については、GLP 原則で要求さ

れている以上の特性に関する追加データが不可欠である可

能性がある。特定の被験物質のいくつかの例は、以下の章の

7.5.1 から 7.5.8 で後述される。 

7.5.1. Test items in the early stage of development 
 

49. The extent to which a test item will be characterised may be 

commensurate with the stage of product development. In the 

earlier stages of test item development there may be less 

characterisation information available. However, the Study 

Director should always be able to demonstrate that the test item 

used in the study is what is required in the study plan. 

7.5.1. 開発の初期段階の被験物質 

 

49. 被験物質がどの程度特性確認されるかは、製品開発の段

階に比例するであろう。被験物質開発の初期段階では、利用

可能な特性情報が少ない可能性がある。しかし、試験責任者

は、試験に使用される被験物質が試験計画書で求められたも

のであることを常に示すことができるべきである。 

7.5.2. Biochemical 
 

50. If the test item is a biochemical, for example an antibody, a 

peptide, a protein, a viral vector or an enzyme, the need for 

information to verify biological activity should always be 

considered, including the determination method and its 

7.5.2. 生化学物質 

 

50. もし、被験物質が生化学物質、例えば抗体、ペプチド、

タンパク質、ウイルスベクター又は酵素である場合、特性確

認プロセスの一部として、測定方法及びその含量（力価）を

含む生物学的活性を検証するための情報の必要性が常に考
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quantification (potency) as part of the characterisation process. If 

no information is provided to demonstrate the biological activity 

of the test item, the reasons why the test item is still considered 

suitable for use in the study should be clearly outlined in the study 

plan and in the final study report. 

慮されるべきである。被験物質の生物学的活性を実証するた

めの情報が提供されていない場合、被験物質が試験での使用

に適していると考えられる理由は、試験計画書及び最終報告

書に明確に示されるべきである。 

7.5.3. Living Organisms 
 

51. If the test item is a living organism, for example a cell, a virus 

or a microorganism, the characterisation may require specific 

information on properties which are unique to the test item. For 

example, if the test item is a cell line, it may be appropriate to 

confirm passage number. Other biological properties that may 

have to be taken into consideration because they have an impact 

on the viability of the test item may include viability rate, 

proliferation rate, culture conditions or infectious titer 

determination. Information required to characterise living 

organisms should be considered on a case-by-case basis and the 

rationale for performing the tests described in the study plan. 

7.5.3. 生物 

 

51. 被験物質が生物、例えば細胞、ウイルス又は微生物であ

る場合、その特性確認は、被験物質に特有の特性に関する特

定の情報を必要とすることがある。例えば、被験物質が細胞

株である場合、継代数を確認することが適切であり得る。被

験物質の生存能力に影響を及ぼすために考慮しなければな

らない他の生物学的特性としては、生存率、増殖率、培養条

件又は感染力価測定が挙げられる。生物の特性を明らかにす

るために必要な情報は、ケースバイケースで検討し、試験計

画書に記載されている試験を行うための論理的根拠を考慮

すべきである。 

7.5.4. Transgenic organisms 
 

7.5.4. トランスジェニック生物 
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52. A test item may be a transgenic organism3 . If a unique 

identifier is available (see for example ENV/JM/MONO(2002)7) 

this can be included. If information is available on seed 

certification this can be used and may include: the name of the 

host species, a description of the inserted genetic material, the trait 

and the name of the developer. 

52. 被験物質は、トランスジェニック生物であってもよい 3。

識別記号が利用可能である場合（例えば、ENV / JM / MONO

（2002）7 参照）、これを含めることができる。シード認証に

関する情報が入手できる場合は、これを使用することがで

き、宿主種の名称、挿入された遺伝物質の説明、形質及び開

発者の名前を含むことができる。 
3 There are different terms for transgenic organisms in different countries. 

Commonly used terms include: genetically modified organism (GMO), 

genetically engineered organism (GEO) and living modified organism (LMO). 

There are other variations on this theme. 

3 各国のトランスジェニック生物には異なる用語がある。一般的に使用さ

れる用語には、genetically modified organism (GMO)、genetically engineered 

organism (GEO)、living modified organism (LMO)が含まれる。このテーマ

には他にもバリエーションがある。 

7.5.5. Medical devices 
 

53. For studies on medical devices, characterisation data can 

include the description of the device, the lot number, the types of 

materials of which the device is made (and method of manufacture 

and name of the manufacturer of any polymers, colorants, metals), 

the methods of manufacture and synthesis of the final device (e.g. 

injection molding) and the location of manufacturing facilities. 

7.5.5. 医療機器 
 

53. 医療機器に関する試験では、特性確認データには、機器

の説明、ロット番号、機器を構成する材料の種類（及び製造

方法とポリマーのメーカー名、着色剤、金属など）、最終機

器の製造及び合成の方法（例えば、射出成形）並びに製造設

備の所在地などが含まれる。 

54. Illustrations or photos could be the best way to show the entire 

configuration of the medical device. 

54. イラストや写真は、医療機器の全体構成を示す最善の方

法となりうる。 
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55. The date of manufacture, stability, and storage conditions 

should be known and documented. Where applicable, information 

on the sterilisation status of the device used as a test item should 

be provided by the supplier. 

55. 製造年月日、安定性及び保管条件は確認され、文書化さ

れるべきである。該当する場合、被験物質として使用される

機器の滅菌状態に関する情報は、供給業者によって提供され

るべきである。 

56. If the test item is only a component part or a representative 

sample of a medical device, information of the full medical device 

should be available when possible. 

56. 被験物質が医療機器の構成部品又は代表サンプルのみで

ある場合、可能であれば、医療機器全体の情報を入手すべき

である。 

7.5.6. Test items with complex composition 
 

57. Substances of unknown or variable composition, or biological 

materials (UVCBs), complex reaction products or products from 

animal or vegetable or natural origin cannot be sufficiently 

identified by their chemical composition because the number of 

their constituents is relatively large and/or the composition is, to a 

significant part, unknown and/or the variability of composition is 

relatively large or poorly predictable. In such cases, the 

composition could then be defined by the manufacturing process 

and/or by the origin description. 

7.5.6. 複数成分の混合物である被験物質 
 

57. 未知又は可変の組成物、あるいは生物学的物質（UVCB

物質）、複雑な反応生成物あるいは動物又は植物又は天然由

来の製品は、それらの成分の数が比較的多く、及び/又は組成

が未知であり、及び/又は組成の変動が比較的大きいか、ある

いは予測が不十分であるため、化学組成によっては十分に同

定することができない。そのような場合、組成物は製造プロ

セス及び/又は起源の記述によって定義することができる。 

7.5.7. Radiolabeled test items 
 

7.5.7. 放射性標識被験物質 
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58. Radiolabeled test items are generally unstable; however, their 

exact stability characteristics are not normally known so it is not 

possible to provide a retest or expiry date or any other stability 

indicator for them. Therefore, their radiopurity should be checked 

at the start of the study and be reported. Characterisation data 

should also include the amount of radioactivity per unit mass or 

volume – i.e. specific activity and/or specific concentration. 

58. 放射性標識被験物質は一般に不安定である。しかし、そ

れらの正確な安定性の特性は通常知られていないので、リテ

スト日又は有効期限あるいはそれらのための他の安定性指

標を提供することは不可能である。したがって、放射化学的

純度は試験の開始時に確認し、報告されるべきである。特性

確認データは、単位質量又は体積当たりの放射能の量、すな

わち比放射能及び/又は放射能濃度も含むべきである。 

7.5.8. Other specific test items 
 

59. The above examples of specific test items do not constitute an 

exhaustive list. The need for specific data to ensure 

characterisation of an unusual or unique test item should be 

defined on a case-by-case basis. 

7.5.8. 他の特定の被験物質 

 

59. 上述の特定の被験物質の例は網羅的なリストを構成する

ものではない。まれな、あるいは独特な被験物質の特性を確

認するための特定のデータの必要性は、ケースバイケースで

決めるべきである。 

8. PREPARED TEST ITEM 
 

8.1. Preparation of the test item 
 

60. Before administration or application to the test system, the test 

item may undergo some preparation steps. The most frequent 

operation is the mixing with a vehicle, but further steps could be 

8. 調製済みの被験物質 
 

8.1. 被験物質の調製 

 

60. 試験系への投与又は適用の前に、被験物質はいくつかの

調製工程を経ることがある。最も多い操作は、媒体との混合

であるが、さらなるステップが必要となる可能性がある。 
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required. 

61. The preparation steps are usually part of the GLP study. If the 

test item is supplied to the test facility pre-prepared, the final 

study report should describe where it was prepared and by whom. 

The final study report may also provide other information on the 

quality system under which the preparation was performed. If the 

test item is supplied prepared, the characterisation data on the 

active test item ingredient should also be available and reported in 

the final study report. 

61. 調製工程は、通常、GLP 試験の一部である。予め調製さ

れた被験物質が試験施設に供給された場合、最終報告書に

は、それがどこで誰によって調製されたかを記載すべきであ

る。最終報告書は、その調製に適用された品質システムに関

する他の情報も提供するかもしれない。被験物質が調製済み

で提供されている場合は、有効な被験物質成分に関する特性

データも入手可能であるべきであり、最終報告書で報告すべ

きである。 

8.2. Data on homogeneity, concentration and stability of the 

preparations 
 

62. As required by the Principles of GLP, if the test item is 

administered or applied in a vehicle, homogeneity, concentration 

and stability of the test item in that vehicle should be determined 

and reported. Most of time, the determination is part of the study. 

For test items used in field studies (e.g., tank mixes), these may be 

determined through separate laboratory experiments. 

8.2. 調製物の均一性、濃度及び安定性データ 

 

 

62. GLP 原則で要求されるように、被験物質が媒体とともに

投与又は適用される場合、その媒体中の被験物質の均一性、

濃度及び安定性が測定され、報告されるべきである。ほとん

どの場合、その測定は試験の一部として実施される。圃場試

験に使用される被験物質（例えば、タンクミックス）につい

ては別の実験にて測定されることになろう。 

63. There is an expectation that data on homogeneity, 

concentration and stability of the test item in a vehicle are 

63. 媒体中の被験物質の均一性、濃度及び安定性に関するデ

ータは、GLP 原則に従って作成されると期待されている。 
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generated in compliance with the Principles of GLP. 

64. If the test item is supplied prepared as a mixture, as a 

formulation or in a vehicle, and the data on homogeneity, 

concentration and stability is not generated in a GLP test facility, 

the impact on the validity of the study and the integrity of the test 

item should be assessed and made clear in the final study report. 

64. 被験物質が混合物として、製剤としてあるいは媒体中に

調製されて供給され、均一性、濃度及び安定性に関するデー

タが GLP 試験施設で作成されない場合、試験の妥当性及び

被験物質の完全性への影響について最終報告書で評価され、

明確にされるべきである。 

65. It is recognised that it may not always be technically possible 

to generate information on homogeneity, concentration and 

stability for a test item administrated or applied in a vehicle. The 

lack of such data and its impact on the validity of a study should 

be justified in the final study report. 

65. 投与又は適用される被験物質の媒体中での均一性、濃度

及び安定性に関する情報を作成することは、技術的に可能で

あるとは限らないことが認識されている。そのようなデータ

の欠如と試験の妥当性への影響は、最終報告書で正当化され

るべきである。 

8.3. Separation steps 
 

66. Separation steps could be required, for example to remove 

particles or to ensure the sterility of a prepared test item dedicated 

to an intravenous route of administration on animals. When 

separation steps such as centrifugation, decantation, filtration or 

chromatography are carried out during the preparation of the test 

item, those steps should be documented and the impact of such 

steps on the integrity, homogeneity, concentration and stability of 

8.3. 分離工程 

 

66. 例えば動物への静脈内投与経路専用の被験物質調製物の

微粒子の除去あるいは無菌性の確保のために、分離工程が必

要とされることがある。被験物質の調製中に遠心分離、デカ

ンテーション、ろ過又はクロマトグラフィーなどの分離工程

を実施する場合は、これらの工程を文書化し、被験物質調製

物の完全性、均一性、濃度及び安定性に対するこれらの工程

の影響について、評価され、文書化されるべきである。 
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the prepared test item should be assessed and documented. 

8.4. Extraction steps 
 

67. For some specific test items, as the test item cannot be 

administrated and/or applied, an extract of the test item is 

processed. For example, dosing preparation for medical devices 

could be either the intact medical device, mixture with a vehicle or 

extract from the device using adequate solvent and conditions. 

8.4. 抽出工程 

 

67. ある特定の被験物質については、被験物質を投与及び/

又は適用することができないため、被験物質の抽出が行われ

る。例えば、医療機器の投与準備は、医療機器そのまま、媒

体との混合物、あるいは適切な溶媒と条件を用いての機器か

らの抽出物のいずれかであり得る。 

68. For extracts from medical devices, data on the concentration 

may not be relevant. However, the stability and homogeneity of 

the extract might be relevant and it may be necessary to determine 

these before administration. In case of repetition of the extraction 

step, there may be a mechanism to confirm the extracts from the 

different extractions are equivalent (for example, description of 

aspect, monitoring of pH, osmolality). 

68. 医療機器からの抽出物については、濃度に関するデータ

は関連性がないかもしれない。しかし、抽出物の安定性及び

均一性は関連性があり、投与前にこれらを決定する必要があ

り得る。抽出工程を繰り返す場合、異なる抽出工程からの抽

出物が同等であることを確認するための手段があり得る（例

えば、外観の記述、pH のモニタリング、浸透圧）。 

9. ARCHIVING 
 

69. The test item documentation should be archived by the test 

facility. 

9. 保存 

 

69. 被験物質の文書は、試験施設によって保存されるべきで

ある。 

70. The Principles of GLP require that a sample from each batch 70. GLP 原則は、短期間の試験を除くすべての試験について
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of test item should be retained and archived for analytical 

purposes for all studies except short-term studies. 
分析目的のために、被験物質の各バッチの試料を保持し、保

存すべきであることを要求する。 

71. The Principles of GLP require that a test item be archived for 

as long as its quality permits evaluation. 

71. GLP 原則は、その品質が評価に耐えうる限り、被験物質

を保存することを要求している。 

72. Therefore, the archive period should be defined based on an 

evaluation that considers the stability of the test item, the 

recommended retention time and existing national safety and 

regulation requirements (e.g. hazardous or regulated test item). 

72. したがって、保存期間は、被験物質の安定性、推奨され

る保存期間、現存する国内の安全性及び規制要件（例えば、

有害な又は規制された被験物質）を考慮した評価に基づいて

定めるべきである。 

10. DISPOSAL 
 

73. Disposal of the test item at the end of the study or after the 

archiving period should be documented and performed according 

to established procedures and should comply with national 

requirements for the disposal of chemicals and biological 

products. 

10. 廃棄 

 

73. 試験終了時又は保管期間終了後の被験物質の廃棄は、確

立された手順に従って文書化され、実施され、化学物質及び

生物学的製剤の廃棄に関する国内要件に従うべきである。 

 


