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皮膚感作性試験代替法 LLNA(Local Lymph Node Assay )：DA 法について、第三者評価委員会からの
報告を受け１）、以下の 8 項目について審議した。7 項目までは OECD ガイダンス文書 No．34 に示さ
れた検討項目である２）。なお、本動物実験代替法の利用にあたっては、適用範囲を十分に配慮した上
で使用されるべきである。

＜審議内容＞
１．検討対象の試験法とその妥当性を示すデータは、透明で独立な評価を受けているか。
バリデーション結果は、論文としてアカデミックに公表されている３）。独立した専門家による第三
者評価機関によって評価されている１）。
２．当該試験法で得られるデータは、対象毒性を十分に評価あるいは予測できるものであるか。デー
タは、当該試験法と従来の試験法の、代替法としての繋がりを示しているか。あるいは（同時に）
そのデータは、当該試験法と、対象としているあるいはモデルとしている動物種についての影響
との繋がりを示しているか。
ゴールドスタンダードである LLNA４）で評価されている対照毒性との感度、特異度が高く、従来の
毒性試験と比較して十分である。GPMT（Guinean Pig

Maximization Test）と原理が違う。

免疫毒性の皮膚感作性の代替法として国際的に認められている LLNA の機能に匹敵（相当）する。
３．当該試験法は、ハザードあるいはリスク、あるいはその両方を評価するのに有用であるか。
ハザード評価に有用である。
４．当該試験法とその妥当性を示すデータは、その試験法で安全性を保証しようとする、行政上のプ
ログラムあるいは関係官庁が対象としている化学物質や製品を、十分広く対象としたものとなっ
ているか。当該試験法が適用できる条件及び適用できない条件が明確であるか。
・ 純度の高い化学物質は十分に広くカバーされている。
・ 感作性の同定に有用である。
・ 感作性物質の評価において、LLNA と同等程度の評価が可能である。
・ 可溶性物質を対象とし、固体は適用できない。
・ 感作性の評価は 31 物質（提案施設）で実施されている。
・ 施設間差の評価は、14 物質で実施されているなど十分広く対象とされたものとなっている。
５．当該試験法は、プロトコルの微細な変更に対して十分頑健で、適切な訓練経験を持つ担当者と適
切な設備のある施設において、技術習得が容易なものであるか。
・プロトコルに忠実であることが求められる。
試験法実施上に際して、投与回数を減らしたり、SLS（ラウリル硫酸ナトリウム）の適用がない
場合に偽陰性が多くなる可能性があるので注意が必要である。
・系統、ＡＴＰ測定までの時間を注意することにより、プロトコルの頑健性が維持される。
・技術習得が容易である。
６．当該試験法は、時間的経費的に有用性があり、行政上で用いられやすいものであるか。
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・LLNA 原法と比べて、ＲＩを使わないことを含めて、操作時間と経費が軽減され、有用性がある。
また、施設が限定されない。従って、行政的に用いられやすい。
７．当該試験法は、従来の試験法と比べて、科学的・倫理的・経済的に、新しい試験法あるいは改訂
試験法であることが正当化されているか。
・ＲＩを使わないことにより、実施施設・試験実施者に制限がなく、廃棄物処理や環境汚染対策上の
負担の低減に資するところが大きく、倫理的・経済的に大きな利点がある。
・静脈注射をしないことにより、作業と動物への苦痛レベルを軽減できる。
８.安全性評価のための行政的資料として、 受け入れ可能な試験法であるか。
本試験法は、皮膚感作性評価を目的とし、既存の LLNA 原法と同程度の検出力を持つ。 医薬品、医
薬部外品、化粧品成分及び化学物質の皮膚感作性評価に有用である。
以上の審議の結果、JaCVAM 評価会議は、皮膚感作性試験代替法(LLNA：DA 法)を定められた方法で
注意点を適切に守って利用すれば、化学物質の皮膚感作性を科学的に評価できると結論した。
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