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ま え が き 

 
日常生活でおこる体の不調やケガの中で自らが判断できる程度の軽微な症状を改善するこ

とを目的に使用される OTC 医薬品は、生活者のセルフメディケーションに重要な役割を

担っていることは周知のことです。この OTC 医薬品には生薬が多く配合されており、ま

た生薬配合製品を振興していくため、「伝統医療の研究と評価の方法に関する総合ガイド

ライン “General guidelines for methodologies on research and evoluation of traditional medicine”｣
の翻訳を生薬製品委員会・海外調査部会の活動の中で行い、平成 15 年に出版しています。 
 

一方、近年の食品や医薬品に関連する事件を考えると、偽装事件、異物混入事件、残留農

薬問題など、様々な問題が噴出しているのが現状です。この様な状況下、健康の増進、保

護のため、生薬製品委員会においても、生活者の不安を取り除くことが重要な課題であり、

責務でもあります。 
 
生薬は、野生品、栽培品を問わず、自然環境の恩恵の下、様々な影響を受け、さらに収穫

から加工までの間に、人為的に手が加えられています。その様な工程の中で、安全性や品

質に関わる要因を理解し、コントロールすることが、品質と安全性を確保するためには重

要であると考えます。WHOでは伝統医療を人類の健康増進に積極的に役立てるために

様々な活動を行い、その一環として、2004 年 7 月にイタリア・ミラノで、植物薬の汚染

物質および残留物に関する会議（WHO consultation on contaminants and residues in herbal 
medicines）が開催されました。その後、「植物薬P

注１）
Pの汚染物質および残留物に関する

WHO品質評価ガイドライン “WHO Guidelines for Assessing Quality of Herbal Medicines with 
Reference to Contaminants and Residues”」が 2007 年に発刊されました。 
 
この様な動きの中、当部会では、生薬にかかわる様々な問題を考慮し、会員会社が提供す

る生薬製品の品質向上に役立てて頂くため、本ガイドラインの翻訳作業を行ってきました。

この翻訳版では各章毎の原文を参考として掲載させていただいておりますが、さらにお役

立て頂くため、公開されているWHOガイドライン（HTUhttp://www.WHO.int/medicinedocs/ 
index/assoc/s14878e/s14878e.pdfUTH）の原文をご利用いただき、理解を深めていただければと

考えておりますP

注２）
P。 

 
なお、翻訳にあたりましては、出来るだけ正確で、分かりやすい訳文をめざしてまいりま

した。翻訳作業は 善を尽くしていますが、誤訳などのご批判を仰ぎたく、ご意見を当部

会にお寄せ頂ければ幸いです。また、本翻訳版の利用については、日本 OTC 医薬品協会

会員間で共有化し、販売や商業目的に使用しないことをWHO 側と約束しています。 
 



 

後になりますが、本ガイドラインの精神を理解し、本翻訳版をご活用頂くことを心から

念じる次第です。 
 

2009 年（平成 21 年）3 月 
生薬製品委員会・海外調査部会 

 
注１）本翻訳版では Herbal Medicines を植物薬と訳す。「伝統医療の研究と評価の方法に関する総

合ガイドライン」の解説では生薬製剤としたが、Herbal Medicines を含め生薬関連の用語に

関しては、合田によってまとめられた「漢方製剤・生薬製剤・生薬用語の英語表記」（生

薬学雑誌（62 巻、80～90、2008 および 63 巻、11～21、2009）を参照した。その内容は日

本漢方生薬製剤協会のＨＰ（http://www.nikkankyo.org/kampo/yougo.html）に掲載されており、

参照されたい。 

注２）ガイドライン原文にある付属書（Annex）は本翻訳版では省略する。よって、付属書に関し

ては原文を参照されたい。 
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序 

 
疾患治療における薬用植物の利用は、人類が疾患対処のために講じてきた方法として、現

存する 古のものであると考えられる。 
 
このため植物薬は古来世界中で治療に用いられてきており、多くの伝統医学の体系におい

て重要な分野となっている。アーユルベーダ医学、中国伝統医学、ユナニ医学、チベット

医学、アマゾン医学、アフリカ医学に至るまで、伝統療法の理論的・文化的背景は異なっ

ているものの、それらの体系的伝統医学の基礎理論には、植物療法が組み込まれている。 
 
20 世紀前半の終わり頃より、先進国において合成薬が開発・製造されるようになったこ

とで、植物療法の広範囲な利用は次第に影を潜めていったが、ここ 20～30 年、先進国で

も植物療法の利用が再度拡大しはじめている。一方、発展途上国では植物療法の重要性の

低下という現象は一度も起きておらず、一部の人々にとっては植物療法が現実的な治療体

系として唯一のものであることも多い。 
 
このような状況を鑑みるに、植物療法の適切な使用方法の確立は大変重要な課題であると

いえる。植物療法は正しく適用すれば、市民の健康と福利の保護と向上に役立つはずであ

る。植物療法の正しい使用は、安全性・有効性・品質の基準を満たすことが前提であり、

これらの原則は現代医療の特徴であり、消費者保護の基盤であるといえる。 
 
伝統医療と補完代替医療（TM/CAM）の領域におけるイタリア・ロンバルディア州政府

の取り組みは、上記の基準を指針としている。TM/CAM は州保健計画（2002～2004 年）

に取り入れられ、この流れに沿って、政府の一連の規定において消費者と供給業者の保護

の枠組みが定められた。このプロセスの要となるのが、TM/CAM の使用と評価に関する

ロンバルディア州政府と世界保健機関（WHO）の 4 カ年協力計画である。さらに、ロン

バルディア州の臨床研究および観察研究の推進は、TM/CAM の有効性評価において極め

て重要なステップとなっている。 
 
前述のように、先進国において植物療法は広く普及しているが、発展途上国における科学

的な医学モデルの普及はそれ以上である。これら 2 つのモデルが同時に用いられることで、

伝統的な知識のバックグラウンドと、研究と検証の科学的な医学モデルとを比較すること

が緊急に必要となってきている。このプロセスは、過去 1000 年間にわたり用いられてき

た薬物療法（1 種類であれ、複数の種類の組み合わせであれ）の、安全性および有効性を

実証することを目的とする。ロンバルディア州政府の目的は、植物療法の安全性だけでな

く有効性も立証するという点において、WHO の目的と同じである。こうした目的は、主
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要な、あるいは一般的な医学体系が伝統医学である国や、有効性がすでに検証された医療

の代わりに植物療法が使われるような国では特に重要である。医師はこのような場合、植

物薬によって代替される化学薬品と比較した場合の、植物薬の有効性および安全性の相関

関係を慎重に評価すべきである。 
 
以上の理由から、先進国における植物療法の普及によって、よく用いられる植物薬の安全

性および有効性の確立を目的とする一連の拡大研究が必要であることは明らかである。伝

統的な処方を現代社会に合わせて（安全に）使用するためには、さまざまな専門家による

協力が必要である。 
 
しかし、有効性および安全性の基準に準じて植物療法を実施するだけでは、植物薬および

それを用いた植物療法の質を保証するのに十分ではない。患者が植物療法製品を安全に利

用できるようにするには、高い品質基準に準じた製品が必要である。現在では、市場のグ

ローバル化の結果、植物療法体系に用いられる薬物の多くが、原産国ではなく第三国から

輸入されている。 
 
薬用植物の高い品質基準を保証するには、グローバルレベルで共有される一連の規制が不

可欠であり、植物療法製品の使用の品質と安全性を保証する基本的なパラメータを、法的

枠組みによって確立する必要がある。 
 
このようなビジョンを指針として、2004 年 7 月 12～14 日に Loveno di Menaggio で行われ

たWHO Consultation on Contaminants and Residues（汚染物質および残留物に関するWHO
協議会）では、世界各国の専門家が参加し、本文書を作成した。今回の取り組みは、薬用

植物の品質に関する他の規制のモデルとなりうるものであり、供給業者にとって、また植

物療法が安全性および有効性の基準に準じて市民の健康促進に役立つことを期待する政

治・行政当局にとって、一つの基準点となるものと考える。 
 
Luciano Bresciani 
Regional Minister of Health 
Regional Government of Lombardy 
（ロンバルディア州政府州保健相） 
 
Gian Carlo Abelli 
Regional Minister of Family and Social Solidarity 
Regional Government of Lombardy 
（ロンバルディア州政府州家族・社会連帯相） 
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Foreword

The use of medicinal plants for treating diseases is probably the oldest existing 
method that humanity has used to try to cope with illness.

For this reason, medicinal plants have been used therapeutically all around the 
world, being an important aspect of various traditional medicine systems. From 
Ayurveda to Chinese traditional medicine, from Unani to Tibetan Medicine, from 
Amazonian to African Medicine, all systems of traditional medicine, although 
based on different theoretical and cultural models, integrate phytotherapy into 
their doctrine.

In high-income countries, the widespread use of phytotherapy declined at the end 
of the fi rst part of the twentieth century, due to the development and production 
of synthetic medicines. During the past few decades, however, phytotherapy 
has started to be increasingly used even in industrialized countries. In low- and 
middle-income countries, phytotherapy never stopped being important, often 
representing the only therapeutic system to which certain people could refer.

In facing this challenge, it is fundamental that the conditions for the correct and 
appropriate use of phytotherapy methods are in place. If correctly applied, these 
methods can contribute to protecting and improving citizens’ health and well-
being. The correct use of such methods should follow the criteria of safety, effi cacy 
and quality. These principles characterize modern medical practice and are at the 
basis of consumer protection.

The work of the Regional Government of Lombardy in the fi eld of traditional and 
complementary and alternative medicine (TM/CAM) has been guided by the 
above-mentioned criteria. TM/CAM was included in the Regional Health Plan 
(2002–2004). Along these lines, a series of governmental provisions has defi ned 
a framework for the protection of consumers and providers. The keystone of this 
process is the Quadrennial Cooperation Plan between the Regional Government of 
Lombardy and the World Health Organization (WHO) on the use and evaluation 
of TM/CAM. Furthermore, the promotion of clinical and observational studies 
on Lombardy territory has been a crucial step in the evaluation of the effi cacy of 
TM/CAM.

As mentioned above, phytotherapy is highly diffused in high-income countries, 
but the scientifi c medical model is more diffused in the developing countries. 
This contact between the two models has raised the urgent need to compare the 
immense background of traditional knowledge with the scientifi c procedures of 
research and validation. This process is aimed at demonstrating the safety and 
effi cacy of single or combined medicines that have been used in the past millennia. 
In this respect, the Regional Government of Lombardy shares WHO’s concern 
to prove not only the safety but also the effi cacy of phytotherapeutic medicines. 
This is especially true for those countries where the primary or prevalent system 
is conventional medicine, and where phytotherapy could substitute medicines 
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whose effi cacy has already been verifi ed. In these cases, the physician should 
conduct a careful evaluation of the correlation of the effi cacy and safety of the 
herbal medicine compared with the chemical medicines that are to be substituted 
by the herbal medicine.

For all these reasons, it is evident that the diffusion of phytotherapy in developed 
countries requires a series of extended studies aimed at establishing the safety and 
the effi cacy of commonly used herbal medicines. Concerted action by different 
specialists is needed in order to translate the use, often safe, of the traditional 
recipes to industrial societies.

However, the use of phytotherapy according to the effi cacy and safety criteria is not 
suffi cient to guarantee the quality of both the herbal medicine and its use. Products 
with high quality standards are needed to allow the patient to make safe use of 
phytotherapeutic products. Nowadays, as a consequence of market globalization, 
many of the medicines used in the phytotherapeutic systems do not come from the 
country of origin but from third countries.

A set of regulations shared at the global level is crucial to guarantee high quality 
standards for medicinal plants. The legislative framework should establish the 
basic parameters to guarantee quality and safety in the use of phytotherapeutic 
products.

Led by this vision, experts from around the world participated in the WHO 
Consultation on Contaminants and Residues held from 12–14 July 2004 in Loveno 
di Menaggio and produced the present document. This work could be a model 
for other regulations on the quality of medicinal plants, and should be a reference 
point for providers, and for political and administrative authorities that desire that 
phytotherapy be of help in promoting citizens’ health according to the safety and 
effi cacy criteria.

Luciano Bresciani
Regional Minister of Health
Regional Government of Lombardy

Gian Carlo Abelli
Regional Minister of Family and Social Solidarity
Regional Government of Lombardy
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緒 言 

 
植物薬の利用が拡大の一途をたどり、植物薬市場が世界的に広がるなか、多くの加盟国に

おいて、植物薬の安全性は保健当局にとっても一般市民にとっても重大な懸案事項となっ

ている。世界保健機関（WHO）は 2002～2005 年における伝統薬に関する指針を策定した

（WHO Traditional Medicine Strategy: 2002-2005［WHO 伝統医学戦略：2002～2005 年］）。

この指針はその後、2004～2007 年にわたるWHO Medicines Strategy（WHO 医学戦略）の

もとで施行された。その主な目的の一つは、伝統医学の安全性、有効性、品質を促進する

ことであった。 
 
植物薬の品質は、その安全性および有効性に直接影響する。植物薬の管理対策は多数あり、

初の重要な段階は薬用植物および原料生薬の品質を管理することである。しかし、これ

には環境や農業慣行など数多くのさまざまな領域が関わってくるため、非常に複雑で困難

な課題である。 
 
植物薬には摂取すると害を生じる可能性のある、さまざまな汚染物質および残留物が存在

することはよく知られている。多くは自然起源の放射性核種、有毒金属、細菌など天然の

ものである。また、工場排出物やある種の農薬の残留物など、環境を汚染し、そののち薬

用植物を汚染する薬剤や物質を過去または現在に使用したことにより生じるものもある。

薬用植物は成長過程で重金属を吸収する場合があることも、 近の研究で実証されている。

以上の理由から、現在、人々の健康と福利に対する地球規模における潜在的な危険が存在

するが、植物薬が市場に届く前に薬用植物、原料生薬、 終製品の品質を評価して、有害

な汚染物質および残留物を含有する植物薬が一般市民のもとに届かないようにすることで、

このリスクは低減できる。 
 
WHO は薬用植物および原料生薬の安全性および品質保証に関する、一連の技術的ガイド

ラインおよび技術文書を作成してきた。これには、Guidelines on good agricultural and 
collection practices (GACP) for medicinal plants（薬用植物の栽培と採取のガイドライン 
[GACP]）やQuality control methods for medicinal plant materials（原料生薬の品質管理方法）

などがある。 
 
上述の WHO 文書は、残留農薬のほか生物学的汚染物質、化学的汚染物質、放射性核種汚

染物質の測定によく用いられる方法をいくつか紹介している。しかしこうした文書は原料

生薬および薬用植物の品質管理に関連する技術的な問題に重点を置く傾向にあり、汚染物

質の測定方法についても触れてはいるが、それほど詳細ではない。Quality control methods 
for medicinal plant materials（原料生薬の品質管理方法）の文書が作成されたのはかなり以

5



 

前の、適切な試験方法がなく、特定の汚染物質および残留物に関する国および地域の品質

規格基準もなかった頃のことであった。そのために、各国の取り組み、技術的な進展、近

年の発展に基づき、主要かつ一般的な汚染物質および残留物に関連する植物薬の品質評価

の技術的ガイダンスを提供することに重点を置いた、新たなガイドラインの作成が必要と

なり、また可能にもなったのである。 
 
原料生薬および薬用植物は、食品、機能性食品、栄養補助食品にもしばしば用いられる。

各国の植物薬の政策および規制に関する WHO の世界的調査（2005 年）の結果、100 を超

える回答国のうち、植物薬に対して定められた規制状況で も多かったのは一般用医薬品、

処方せん医薬品、栄養補助食品、健康食品としての位置づけであった。したがって、「医

食同源」といった言い回しがある国もあるように、植物薬そのものの安全性のためだけで

なく、食品の安全性のためにも原料生薬および薬用植物の品質管理が非常に重要なことは

明らかである。したがって、食品安全性の分野で行われた取り組みは大半が植物薬の安全

性と関連している。そのため、本ガイドラインの作成は Traditional Medicine（伝統医学）

チームと Food Safety（食品安全性）チームの共同の取り組みとして、国際連合食糧農業

機関とWHO の合同プログラムであるコーデックス委員会（Codex Alimentarius）と連携し

て開始された。 
 
ここで、現在の研究データの欠如と技術的な限界のため、ガイドライン中の許容限界値は、

食品の分野における諸文書を参照して外挿した点を強調しておく必要がある。食品と植物

薬の汚染物質および残留物の管理は類似している点もあるが、相違点も多いことに留意す

べきである。したがって、植物薬の科学的基準の確立にはさらに研究が必要である。 
 
伝統医学チームはWHO Food Safety Programme（食品安全性プログラム）と協力しただけ

でなく、ジュネーヴのWHO 本部のDepartment of Protection of the Human Environment（人

間環境保護局）やDepartment of Policy and Standards of Medicines（医薬品政策基準局)のよ

うな技術ユニットなど、その他の関連部門とも協力している。本ガイドラインで述べる汚

染物質および残留物の測定方法に関連するバリデーション済みの試験方法および基準は、

植物薬および伝統医学の領域における現行のいくつかの WHO ガイドラインおよび技術文

書、特にQuality control methods for medicinal plant materials から採用し、また食品安全性、

化学物質安全性、感染症管理、放射線と環境衛生の分野の各種文書のほか、各国・各地の

薬局方、国際薬局方からも採用した。推奨されるそうした分析の方法、手順、基準につい

ては、WHO Expert Committee on Pharmaceutical Specifications（WHO 医薬品規格専門家委

員会）の 2004 年、2005 年、2006 年の会合において 終検討を行った。 
 
本ガイドラインには新技術を用いた、バリデーション済みの新たな分析方法も多数記載さ

れているが、そのような方法は、植物薬の汚染物質および残留物の管理における複雑な状
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況や技術的要求のすべてに対応するものではない。WHO は今後、新たな技術や方法の開

発を取り入れ、植物薬の品質管理を促進し、伝統医学の利用の安全性と有効性を確保する

ため、加盟国や WHO 内の関連する技術プログラムと協力して本ガイドラインを更新して

いく。 
 
Dr Xiaorui Zhang 
Coordinator 
Traditional Medicine 
Department of Technical Cooperation for Essential Drugs and Traditional Medicines 
（必須医薬品・伝統医学技術協力局） 
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Preface

With the ever-increasing use of herbal medicines and the global expansion of 
the herbal medicines market, safety has become a major concern for both health 
authorities and the public in many Member States. The World Health Organization 
(WHO) developed a strategy on traditional medicines for the period 2002–2005 
(WHO Traditional Medicine Strategy: 2002–2005), and this was subsequently 
implemented under the WHO Medicines Strategy covering the period 2004–
2007. One of the major objectives is to promote the safety, effi cacy and quality of 
traditional medicines.

The quality of herbal medicines has a direct impact on their safety and effi cacy. 
There are many control measures for herbal medicines, and the fi rst important step 
is to control the quality of medicinal plants and herbal materials. However, this is a 
very complicated and diffi cult task as it involves many different areas, such as the 
environment and agricultural practices.

It is well known that there are many contaminants and residues that may cause 
harm to the consumers of herbal medicines. Many are natural, such as naturally 
occurring radionuclides, toxic metals or bacteria. Some arise from past or present 
use of agents or materials that pollute the environment and subsequently medicinal 
plants, such as emissions from factories or the residues of certain pesticides. Recent 
research has also demonstrated that herbs may absorb heavy metals during growth. 
For these reasons, there is currently a potential global danger to the health and 
well-being of people. This risk can be reduced by ensuring that herbal medicines 
with harmful contaminants and residues do not reach the public, by assessing 
the quality of the medicinal plants, herbal materials and fi nished herbal products 
before they reach the market.

WHO has developed a series of technical guidelines and documents relating to 
the safety and quality assurance of medicinal plants and herbal materials. These 
include, Guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal 
plants and Quality control methods for medicinal plant materials.

The above-mentioned WHO technical documents have introduced some commonly 
used methods to determine biological, chemical and radionuclear contaminants, 
as well as pesticide residues. However these documents tend to focus on technical 
issues related to the quality control of herbal materials and medicinal plants, and 
although they mention methods for the determination of contaminants, they do 
not go into great detail. The document on Quality control methods for medicinal 
plant materials was developed a long time ago, at a time when there was a lack of 
appropriate test methods and a lack of national and regional quality specifi cation 
standards on specifi c contaminants and residues. Therefore, it has become 
necessary, and also possible, to develop these new guidelines, which focus on 
providing technical guidance on the assessment of quality of herbal medicines, 
related to both major and common contaminants and residues, based on countries’ 
efforts, technical advancement and recent developments.
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Herbal materials and medicinal plants are also often used as food, functional 
food, nutritional or dietary supplements. The results of the WHO global survey 
on national policy and regulation of herbal medicines (2005) showed that in 
more than 100 responding countries, the regulatory status most often given to 
herbal medicines is as over-the-counter medicines, prescription medicines or as 
dietary supplements and health food. Hence, in some countries, there is a saying: 
“medicines and foods have the same origin”. It is clear that quality control of 
herbal materials and medicinal plants is very important, not only for the safety 
of the herbal medicines themselves, but also for food safety. Therefore, much of 
the work undertaken in the area of food safety is relevant to the safety of herbal 
medicines. Hence, the development of these guidelines was initiated as a joint 
effort between the teams of Traditional Medicine and Food Safety, in collaboration 
with the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the WHO 
Joint Programme: Codex Alimentarius.

Here it should be emphasized that due to lack of research data and technical 
limitations at present, many of the accepted limits in the guidelines are referenced 
and extrapolated from work done in the food area. It should be borne in mind that 
although controlling the contaminants and residues in food and in herbal medicines 
has certain similarities, there may also be many differences. Therefore, more research 
is needed in order to establish the scientifi c criteria for herbal medicines.

The Traditional Medicine team has not only cooperated with the WHO Food 
Safety Programme, but also with other relevant WHO departments and technical 
units such as the Department of Protection of the Human Environment and the 
Department of Policy and Standards of Medicines at WHO Headquarters in 
Geneva. The validated test methods and standards related to the determination 
of contaminants and residues described in these guidelines were adopted, after 
extensive technical review, from some existing WHO guidelines and technical 
documents in the fi eld of herbal medicines and traditional medicine, particularly 
from the Quality control methods for medicinal plant materials and also from documents 
in the areas of food safety, chemical safety, control of communicable diseases, 
and radiation and environmental health as well as from some national, regional 
and international pharmacopoeias. These recommended analytical methods, 
procedures and standards were fi nally reviewed during the meetings of the WHO 
Expert Committee on Pharmaceutical Specifi cations in 2004, 2005 and 2006. 

Although the guidelines include many new validated analytical methods involving 
new technologies, they do not cover every complicated situation and technical 
demand for controlling contaminants and residues of herbal medicines. WHO will 
continue to cooperate with Member States and other relevant technical programmes 
within WHO to update the guidelines to take into account the development of new 
technologies and methods, to promote quality control of herbal medicines and to 
ensure the safety and effi cacy of the use of traditional medicines.

Dr Xiaorui Zhang
Coordinator

Traditional Medicine
Department of Technical Cooperation for
Essential Drugs and Traditional Medicine
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1. はじめに 

 
1.1 背景 
植物薬の利用が世界的に拡大の一途をたどり、植物性医薬品の世界市場が急速に拡大

するなか、原料生薬および 終製品の安全性および品質は、保健当局、製薬業界、一

般市民にとり重大な懸案事項となっている。 
 
植物薬に関する国内規制および登録の状況は国によりさまざまである。植物薬の規制

がある国では、植物薬は処方せん医薬品または非処方せん医薬品のいずれかに分類さ

れている。同じ国内でも、医薬品以外に分類される薬用植物製品のグループが同時に

存在することもある。医薬品、食品以外に分類される薬用植物製品の人気は高まりつ

つあり、規制がなく、品質管理システムが脆弱で、（メールオーダーやネット販売な

どを含め）流通経路がずさんであるために有害事象が生じる可能性がある。 
 
2003 年 5 月に第 56 回世界保健総会で採択された伝統医学に関する決議（WHA56.31）
は加盟国に対し、必要に応じて原料生薬および伝統医学の処方の国内基準を定めるか、

医薬品各条を発行することにより植物薬の安全性、有効性、品質を確保するよう求め

ている。また、製品の品質、有効性、安全性を監視あるいは確保する方法論の開発、

ガイドラインの作成、情報交換の促進に対する技術的支援の提供を、世界保健機関

（WHO）事務局長に要請している。 
 
International Conference of Drug Regulatory Authorities（ICDRA；医薬品規制当局国際会

議）の第 9、10、11 回会合およびWHO Drug Monitoring Programme（WHO 医薬品監視

プログラム）参加国立機関の会合は、植物薬の品質、安全性、有効性の技術的ガイド

ラインの作成と定期更新をWHO に要請した。 
 
2001 年 7 月 20～21 日にカナダのオタワで行われた、 終製品の品質管理の方法論に関

する WHO の非公式会合の参加者も、原料から 終製品の流通・供給にいたる植物薬の

製造工程全体を検討した。この会合の提言の結果、特に汚染物質および残留物に関連

し、植物薬の安全性および品質の重要問題を検討する今回の一般的なガイドラインが

作成されることとなった。 
 
植物薬の品質と安全性を確保するうえで、おそらく多くの加盟国の国内当局のほか、

植物薬供給のその他の利害関係者においても、品質基準の設定、その採用、監視、実

施など、数々の課題に遭遇することであろう。この WHO ガイドラインを用いて策定さ

れるであろう国内の政策や規制は、各地のニーズなどの特別なニーズもすべて勘案す
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べきである。さまざまな基準や値を決定する方法（一般的方法および個別の方法）も、

本文書中で提案している。関連する適切な国内基準がないと、こうした植物薬は、さ

まざまな理由から昔からの利用者にとっても、新たな利用者にとっても利用できなく

なるリスクがある。その理由としては、そうした植物薬が各種取引、登録、輸出入の

要件を満たなさないこと、現実の健康リスクや考えられる健康リスクのためこうした

製品に対する信頼が失われること、こうした植物薬の利用に伴う有害事象の報告の増

加などが挙げられる。 
 
ときどき世界各地で、植物薬中または薬用植物中に、望ましくない物質や表示されて

いない物質が存在することや、存在するとされることがある。そのような物質として

は農薬、放射性粒子、病原体などの微生物、マイコトキシン、重金属、ヒ素などがあ

る。 
 
安全でない、低品質の植物薬に起因する有害事象のリスクを低減するため、WHO は植

物薬の安全性および品質保証に関連する一連の新たな技術的ガイドラインの作成と、

この領域における現行の技術文書の更新を約束した。こうした活動は、WHO Tradition-
al Medicine Strategy: 2002-2005（WHO 伝統医学戦略：2002～2005 年）を一部実施するも

のである。 
 
また、WHO は植物薬の品質管理全般に亘って、植物薬中の有害な可能性のある物質の

安全性を、特に生物学的汚染物質、化学的汚染物質、放射性汚染物質、残留農薬に関

連して評価するための一般的な国際ガイドラインも作成している。 
 
1.2 目的 
本ガイドラインは品質保証全般に亘って、主要かつ一般的な汚染物質および残留物に

関し、植物薬の安全性に関連する品質評価の一般的な技術的ガイダンスを加盟国に提

供することを第一の目的としている。本ガイドラインは、各国の状況に合わせて調整

する必要があることもある。 
 
本ガイドラインは、以下のものを提供することを目的としている。 
 
・ 特に汚染物質および残留物に関する、植物薬の安全性に関連した品質の評価の指針 
・ 存在する可能性のある汚染物質および残留物の特定に用いるモデル基準 
・ 方法および技術の例 
・ 終製品の品質管理に関する実際の技術的な手順の例 
 
以上の目的を追求するうえで、本ガイドラインは、安全性に関する植物薬の品質保証
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に関連した他の WHO の文書や刊行物（今後の版も含めて）と併せて読む必要がある。

そのような文書や刊行物の例としては、以下のものがある（詳細は参考文献リストを

参照）。 
 
・ Quality control methods for medicinal plant materials (2) 
・ Good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants (3) 
・ International pharmacopoeia, 4th ed. (4, 5) 
・ Good manufacturing practices: main principles for pharmaceutical products (6) 
・ Good manufacturing practices: supplementary guidelines for the manufacture of herbal 

medicinal products (7) 
・ Guide to good storage practices for pharmaceuticals (8) 
・ Good trade and distribution practices (GTDP) for pharmaceutical starting materials (9) 
・ General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional medicine (10) 
・ Guidelines for assessment of herbal medicines (11) 
・ WHO monographs on selected medicinal plants (12, 13) 
 
また、食品安全性の領域での諸文書はかなりの部分が植物薬の安全性と関連している

ので、本ガイドラインは、国際連合食糧農業機関（FAO）/WHO 合同食品規格計画（コ

ーデックス委員会）が作成した関連するガイドラインや実施基準（特に、国内法に反

映されることが多い、コーデックス委員会の残留農薬部会および食品添加物・汚染物

質部会のもの）と併せて検討すべきである。薬用植物はこのように食品の一般的要件

の対象となりうる。薬用植物に該当すると考えられるコーデックスの文書としては、

以下のものが挙げられる。 
 
・ Codex Alimentarius code of practice, general principles of food hygiene (14) 
・ Codex alimentarius guidelines for the production, processing, labelling and marketing of 

organically produced foods (15) 
・ Codex Alimentarius code of practice for spices and dried aromatic plants (16) 
 
本ガイドラインの範囲には、植物薬の粗悪品や偽造品の問題は含まれていない。その

ような問題は、別のガイドラインで取り上げるべきである。WHO は模造薬全般に関す

るガイドラインを作成している（8, 9, 17-20）。 
 
1.3 本文書の利用 
ここ数年の間に世界的に植物薬の使用が急速に拡大し、原料生薬および植物性医薬品

の安全性および品質について懸念されるようになった。 
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現在、原料生薬および植物性医薬品の品質管理手法は国ごとに著しく異なっている。

植物薬の汚染物質は患者および消費者にとり回避可能なリスクとなりうることから、

この違いは公衆衛生に影響するうえ、貿易にも影響する。したがって、国や地域の植

物薬品質管理において汚染物質の試験を実施することが強く推奨されており、そのよ

うな試験を実施する際に考慮すべき側面に関するガイダンスを提供することが、本文

書の目的である。 
特に、 
・ 汚染物質に影響しうる潜在的リスクファクターを考慮すべきである。たとえば、放

射性汚染物質の試験は、懸念すべき特段の理由がある場合に限り必要である。ただ

し、薬用植物が有機栽培または「生物学的」栽培によるものであっても、土壌など

環境に由来する汚染物質が存在する可能性があることに留意すべきである。 
・ 全製造バッチに全試験を実施する必要はない。たとえば、抽出プロセスで農薬が濃

縮されないことが実証されているならば、原料生薬の試験で事足りる。 
・ 分析方法のなかには、機器および試薬にかなりの投資が必要なものもある。 
 
しかし、経済的制約が汚染物質試験の実施を妨げるようなことがあってはならない。

リソースが十分でないならば、国や地域の農薬管理試験機関を設立することが適切な

解決策となろう。また、大学や研究センターの試験機関、食品関連分野の専門試験機

関などとの協力も検討すべきである。 
 
本ガイドラインは存在する可能性のあるいくつかの主要な汚染物質および残留物につ

いて述べており、加盟国には、各地の農業慣行に従って試験プログラムの優先順位を

決めることが勧められる。輸入品の場合には原産国の農業慣行に従って決める。 
 
本ガイドラインの付属書では、各国または各地域の薬局方および WHO の文書に記載さ

れている、適切な方法論の例をいくつか提示している。こうした方法は試験する原料

（例：根、種子、葉、植物種）に対し、また各種機器（例：ガスクロマトグラフィ

［GC］、高速液体クロマトグラフィ［HPLC］、原子吸光［AA］光度法）に対してバ

リデーションを行う必要があることに留意すべきである。機器およびサンプルの種類

により検出限界が異なることがあるので、このプロセスでは検出限界のバリデーショ

ンも行うべきである。バリデーション済みの標準試験法を国際薬局方および各地の薬

局方に掲載することを視野に入れ、こうした方法を改良して要件の調和を図るために

加盟国とWHO が協力することが推奨される。 
 
許容限界値の多くは食品分野の諸文書等から外挿しているので、科学的根拠（例：植

物薬または原料生薬全般の 大残留基準値［MRL］）の確立に、さらなる研究が必要

である。本ガイドラインは生きた文書であり、今後の進展や新技術が将来的に利用で
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きるようになれば、今後改訂され、更新されていく。 
 
WHO の加盟国が本文書を作業文書として規制管理に導入することが重要である。 
 
加盟国は、本文書を自由に利用し、法的枠組みに組み入れることが推奨される。 
 

1.4 用語集 
本ガイドラインで用いられる用語を以下に示す。用語の後の括弧内の数字は、参考文

献リスト中に示した出版物の番号を表す。なかには、植物薬に適切に当てはまるよう

に定義を改変する必要がある場合もあった。参考文献が提示されているものは、定義

を引用した、または定義の元となった出典の文書を示している。 
 
1.4.1 植物薬に関連する用語 
ここに挙げる用語とその定義は、WHO 加盟国で広く用いられている他の WHO の文書

およびガイドラインから選定・採用した。用語の定義は規制で採用されているものや

一部の加盟国の一般的な用法で採用されているものとは異なる場合がある。しかし、

以下の定義の目的の一つは、WHO General guidelines for methodologies on research and 
evaluation of traditional medicine（10）やWHO Good manufacturing practices（6, 7）など、

この領域における他の関連 WHO 文書と用語の一貫性を図ることである。また、以下の

定義は、植物薬の評価および研究で用いる、国際的に認められた標準的な定義を確立

するという要求を満たすために作成されたことにも留意すべきである。 
 
植物薬（Herbal medicines）（10） 
これには、薬用植物、原料生薬、中間製品、 終製品が含まれる（以下参照）。 
 
薬用植物（Herbs）（10） 
薬用植物には、葉、花、果実、種子、茎、木部、樹皮、根、根茎その他の植物部位な

どの植物原料が含まれる。元の形のままのもの、破砕されているもの、粉末状のもの

などがある。 
 
原料生薬（Herbal materials）（10） 
原料生薬は植物全体の場合と一部の場合とがあり、未精製の状態である。これには薬

用植物、薬用植物の生の絞り汁、ゴム質、不揮発油、精油、樹脂、乾燥粉末などがあ

る。一部の国ではこうした原料を、蒸煮、焙煎するほか、ハチミツやアルコール飲料

などの原料と撹拌しながら炒めるなど、各地のさまざまな手順により加工処理するこ

ともある。P

１ 

P

１．
Pこの定義の文言は参考文献中の出典から改変している（10）。 
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中間製品（Herbal preparations）（10） 
中間製品は、 終製品の基礎となるものであり、粉砕した原料生薬や粉末状にした原

料生薬、原料生薬のエキス、チンキ、油脂、圧搾汁、加工した浸出液などがある。中

間製品は抽出、蒸留、圧搾、分留、精製、濃縮、発酵その他の物理的または生物学的

な加工処理を用いて製造される。また、原料生薬をアルコール飲料やハチミツなどの

原料中で浸出または加熱した調製品も含む。 
 
終製品（Finished herbal products / herbal medicinal products）（10） 
植物薬または植物薬製剤のみを活性物質として含有する医薬品。1 種類または複数の

薬用植物を原料とする中間製品からなる。2 種類以上の薬用植物が使用されている場

合、混合植物性医薬品（mixed herbal product）という語も用いられる。 終製品は有

効成分のほかに添加剤を含有する場合もある。一部の国では伝統的に、植物由来では

ない天然の有機活性成分または無機活性成分（例：動物原料、鉱物原料）を植物薬が

含有する場合もある。しかし一般に、合成化合物や原料生薬から単離された成分など、

化学的に組成が明らかな活性物質を添加した 終製品または 終混合製品は植物薬と

はみなされない。 
 
薬用植物原料（Medicinal plant materials）：原料生薬（Herbal materials）を参照。 
 
薬用植物（Medicinal plant）（7） 
野生か栽培されたものかを問わず、医療目的で使用される植物。 

 
1.4.2 植物薬の汚染物質および残留物に関連する用語 
一般に、以下の用語とその説明は、植物薬の汚染物質および残留物に関連するもので

あるため、必要に応じ、コーデックス委員会（21）と FAO/WHO 合同残留農薬会議が

作成した食品中の残留農薬の定義を元に作成した。したがって、加盟国が個々のニー

ズに関連する用語を検討する場合には、それらの文書を参照すべきである。このよう

な提案をするのは、FAO/WHO 合同残留農薬会議（Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide 
Residues；JMPR）はおそらく将来的には、農薬の安全性評価の委託団体として、また

植物薬および食品の汚染物質を検討する FAO/WHO 合同食品添加物専門家委員会

（Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives；JECFA）として、今後も存続して

いくと思われるためである。 
 
本用語集に記載されている定義は、もとは先述の各種文書から引用したものである。

しかし、WHO の汚染物質および残留物に関する協議によって、本文書の範囲に合わせ

て改変されている。 
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一般に、各国で植物薬に関する基準を設定する場合には、植物薬の投与量、使用頻度、

調製方法を、食品との違いから考慮すべきである。 
 
汚染（Contamination）（6） 
製造、サンプル採取、包装、再包装、保管、輸送中に生じる、出発物質、中間製品、

終製品への化学的または微生物学的不純物や異物の好ましくない混入。 
 
交叉汚染（Cross-contamination）（6） 
製造中に出発物質、中間製品、 終製品が別の出発物質や製品により汚染されること。 
 
異物（Foreign matter）（2） 
以下のいずれかまたはすべてからなる物質。 
 
・ 原植物の一部で、当該植物原料に対して限度値が定められた部位以外のもの。 
・ なんらかの生物、生物の一部または生成物で、当該植物原料の規格および性状に名

称が示されていないもの。 
・ 土、石、砂、塵埃あるいはガラス、金属、プラスチックその他の外部からの物質な

ど、無機物の混合物。遊離していることも、原料生薬に付着していることもある。 
 
化学物質の一日摂取許容量（ADI）（Acceptable daily intake of a chemical）（21） 
ある集団の個人が生涯にわたって毎日曝露されても感知しうる健康リスクの生じない、

ある化学物質の推定 大量で、体重に基づいて表す。ADI は通常、意図的に（食品

に）添加された物質、または化学物質の承認された使用法によって生じた残留物（農

薬等）に対して定められる。 
 
FAO/WHO合同残留農薬会議が当該化学物質を評価した時点で既知の全事実に基づき、

生涯にわたり消費者の健康に感知しうるリスクが生じないと考えられる一日摂取量。

体重 1 kg当たりの物質量（mg）で表す。P

２
P
 

P

２．
P残留農薬に関連するADIの追加情報は、Report of the 1975 Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide 

Residues, FAO Plant Production and Protection Series No. 1 またはWHO Technical Series No. 592 を参照。 

 

残留許容値（ARL）（Acceptable residue level）（21） 
ARL は原料生薬 1 kg 当たりの農薬の量（mg）で表し、FAO およびWHO が推奨するよ

うに、ヒトにおける当該農薬の 大一日摂取許容量（ADI）と原料生薬の平均一日摂取

量から算出できる。 
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急性参照用量（ARD）（Acute reference dose）（21） 
化学物質の急性参照用量とは、評価時点で既知の全事実に基づいた、感知しうる健康

リスクを消費者に生じることなく 24 時間以内に摂取されうる、ある物質の量の推定値。

通常、体重に基づいて表す。 
 
ARD は、通常は植物薬の一日の用法で曝露され、人体に急性作用を生じる農薬の量で

ある。ARD の推定には、高齢者、乳児、小児、疾患のため器官系がストレス下にある

患者などが確実に保護されるように、安全係数を用いる。 
 
外部要因による 大残留限界値（EMRL）（Extraneous maximum residue limit）（21） 
環境に由来する残留農薬または汚染物質（過去の農業での使用を含む）で、農薬や汚

染物質が直接・間接に植物薬に使用された場合以外のもの。濃度は、植物薬 1 kg 当た

りの残留農薬または汚染物質の量（mg）で表す。 
 
大残留限界値（MRL）（Maximum residue limit）（21） 

MRL は、コーデックス委員会が法的許容値として推奨する残留農薬（食品中および動

物飼料中）の 大濃度（mg/kg で表す）。MRL は、食品において確立された適正農業

規範（GAP）のデータに基づいており、それぞれの MRL に適合する農産物に由来する

食品は、毒物学的に許容されるよう意図されている。 
 
そのようなMRL 値は植物薬においても類推により使用できると考えられる。 
 
貿易における利用を主な目的とした MRL は、以下のものに準じ、FAO/WHO 合同残留

農薬委員会（JMPR）による推定を基にしている。 
 
・ 農薬および残留農薬の毒物学的評価と、コントロールされた試験（supervised trial）

およびコントロールされた利用（supervised use）によって得られた残留に関するデ

ータの検討（国内の食料農業慣行を反映したものを含む）。この検討には通常、国

内で推奨、承認、登録されている 大量で実施した試験のデータを含める。 
・ ADI との比較においてさまざまな食品中の残留農薬の推定値を検討し、国内レベル、

国際レベル双方で測定して、コーデックス会議の提案する MRL に準拠した植物薬

をヒトが摂取して安全であることが示されること。 
・ 各国の害虫防除要件のばらつきを調整するため、コーデックスの MRL は、効果的

な害虫防除慣行であると考えられる管理試験において生じることが示された、より

高値の MRL を勘案している。植物薬においては、コーデックス会議が食品中また

は動物飼料中の法的許容量として推奨しているレベルが、原料生薬・調製品に適用

できると考えられる。一般に MRL は GAP データに基づき、毒物学的に許容できる
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よう意図されている。 
 
GAP には効果的で信頼性の高い害虫防除に必要な実際の条件下における、国内で承認

された安全使用量が含まれる。これには、残留農薬が可能な限り少なくなるように使

用した、承認 大使用量を上限とするさまざまな農薬レベルが含まれる。承認された

安全使用量は国内レベルで決定され、公衆衛生、職業衛生、環境安全性に関する考慮

事項を踏まえた、国内で登録または推奨される使用量を含む。GAP は植物薬の製造、

保管、輸送、流通、加工処理のすべての段階で適用される。 
 
１日許容摂取量（Permitted daily exposure） 
同じ物質のADI値が異なることで混乱が生じるのを避けるため、ICHガイドラインにお

いて１日許容摂取量“Permitted daily exposure”（PDE）という用語が、残留溶媒の薬学

的に許容される摂取量として定義されている（22）。P

３ 

P

３．
Phttp://www.ich.org/cache/compo/363-272-1.html#Q3C 

 
農薬（Pesticide） 
本ガイドラインにおいて、製造、保管、輸送、流通、加工処理において害を及ぼす、

望ましくない動植物などの忌避、破壊、誘引、撃退、管理をすることを目的とする物

質を農薬と定義する。この用語は、植物成長調整剤、除草剤、乾燥剤、摘果剤、発芽

抑制剤、農作物の保管・輸送中の品質低下を防ぐために収穫の前後に関わらず使用す

る物質なども指す。肥料および植物栄養素は、通常は農薬という語には含まれない。 
 
残留農薬（Pesticide residue）（21） 
残留農薬とは、農薬の使用後に存在する、食品、農作物、動物飼料中の特定の物質で

ある。残留農薬には、毒物学的に重要であると考えられる代謝産物、反応生成物、不

純物など、農薬の派生物も含まれる。 
 
残留性有機汚染物質（POPs）（Persistent organic pollutants） 
残留性有機汚染物質（POPs）とは、環境中に残留し、食物網を介して生物濃縮されて

ヒトの健康および環境に有害な作用を起こすリスクを生じる化学物質である。こうし

た物質は、その物質が使用されたことも製造されたこともない地域に長距離移動する

ことが示されており、その結果生じる環境への脅威は全世界に及ぶことから、国際社

会は数回にわたり、そのような化学物質を低減し放出を削減する緊急国際行動を要請

している。P

４
P
 

P

４．
P国際連合環境プログラム（HTUhttp://www.chem.unep.ch/pops/default.htmlUTH） 
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耐容摂取量（TI）（Tolerable intake）‐一般的定義 
耐容摂取量は、感知しうる健康リスクを生じないと考えられる、ある物質の生涯の摂

取量の推定値と定義される（23）。P

５
P
 

P

５．
Phttp://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc170.htm#SectionNumber:2.2 

 
汚染物質のTI（TI of a contaminant） 
本ガイドラインにおいて、TI は、ある集団の個人が特定期間にわたり曝露されても

感知しうる健康リスクの生じない汚染物質の推定量と定義され、体重に基づいて表さ

れる。「耐容」という語は、汚染物質など意図的に添加されたのではない物質に用い

る。 
 
植物薬の汚染物質としての農薬の TI（TI of pesticide as a contaminant in herbal 
products） 
1 日から生涯にわたる一定期間に、植物薬の汚染物質として、およびその他の摂取源

から摂取されてヒトに害を引き起こさない農薬の推定量。 
 

残留溶媒（Residual solvents） 
残留溶媒とは、中間製品・植物性医薬品の製造および加工処理において用いられる、

または生成される有機溶媒の残留物である。溶媒は、ICH（CPMP/ICH 283/95）で潜在

的リスクにより以下のように分類されている。 
 
・ クラス 1（避けるべき溶媒。ベンゼンなど） 
・ クラス 2（限定的な毒性。メタノール、ヘキサンなど） 
・ クラス 3（低毒性。エタノールなど） 
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1. Introduction

1.1 Background

With the ever-increasing use of herbal medicines worldwide and the rapid expansion 
of the global market for these products, the safety and quality of medicinal plant 
materials and fi nished herbal medicinal products have become a major concern for 
health authorities, pharmaceutical industries and the public.

National regulation and registration of herbal medicines varies from country to 
country. Where herbal medicines are regulated, they are categorized either as 
prescription medicines or non-prescription medicines. Within a country, a group of 
herbal products categorized other than as medicines may coexist. Herbal products 
categorized other than as medicines and foods, are becoming increasingly popular 
and there is potential for adverse events due to lack of regulation, weak quality 
control systems and loose distribution channels (including mail order and Internet 
sales).

A resolution on traditional medicine (WHA56.31) adopted by the 56th session of 
the World Health Assembly in May 2003, urges Member States, where appropriate, 
to ensure safety, effi cacy and quality of herbal medicines by determining national 
standards for, or issuing monographs on, herbal raw materials and traditional 
medicine formulae. It also requested the Director-General of the World Health 
Organization (WHO) to provide technical support for the development of 
methodology to monitor or ensure product quality, effi cacy and safety, preparation 
of guidelines and promotion of exchange of information.

The International Conference of Drug Regulatory Authorities (ICDRA) at its 9th, 
10th and 11th meetings and the Meeting of the National Centres Participating 
in the WHO Drug Monitoring Programme requested WHO to develop and 
constantly update the technical guidelines on quality, safety and effi cacy of herbal 
medicines.

The participants at the WHO informal meeting on methodologies for quality 
control of fi nished herbal products, held in Ottawa, Canada, 20–21 July 2001, also 
reviewed the entire production process of herbal medicines, from raw materials 
to distribution and supply of fi nished herbal products. Recommendations from 
this meeting led to the development of these general guidelines addressing the 
important issue of safety and quality of herbal medicines with special reference to 
contaminants and residues.

In ensuring the quality and safety of herbal medicines, the national authorities in 
many Member States as well as other stakeholders in provision of herbal medicines 
are likely to encounter numerous challenges, including the setting of standards 
for quality, their adoption, monitoring and enforcement. The national policy and 
regulations that are likely to be developed using these WHO guidelines, should 
also take into account all local and other special needs. Methods, both general 
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and specifi c, for the determination of the various standards and values are also 
suggested in this document. In the absence of relevant and appropriate national 
standards, there is a risk that these herbal medicines may be lost to traditional users 
and become unavailable to new users for many reasons. These reasons include: 
their failing to meet various trade, registration, import and export requirements; 
loss of confi dence in these products due to the presence of real or perceived health 
risks; and increased reporting of adverse events involving use of these herbal 
medicines.

From time to time, undesirable and/or undeclared substances have been present 
or have been purported to be present in herbal medicines or medicinal plants in 
many parts of the world. These substances have included pesticides, radioactive 
particles, and microbes including pathogens, mycotoxins, heavy metals and 
arsenic.

In order to reduce the risk of adverse events attributable to unsafe and poor-quality 
herbal medicines, WHO has committed to developing a series of new technical 
guidelines relating to the safety and quality assurance of herbal medicines, and to 
updating existing technical documents in this fi eld. These actions implement parts 
of the WHO Traditional Medicine Strategy: 2002–2005 (1).

Within the overall context of quality control of herbal medicines, WHO has 
also developed general global guidelines for assessing the safety of potentially 
hazardous substances in herbal medicines, with particular reference to biological, 
chemical, and radioactive contaminants, and pesticide residues.

1.2 Purpose and objectives

Within the overall context of quality assurance, these guidelines are primarily 
intended to provide general technical guidance to Member States in the assessment 
of quality related to safety of herbal medicines with regard to both major and 
common contaminants and residues. These guidelines may need to be adjusted 
according to each country’s situation.

The objectives of these guidelines are to provide:

• guiding principles for assessing the quality in relation to the safety of herbal 
medicines, with specifi c reference to contaminants and residues;

• model criteria for use in identifying possible contaminants and residues;
• examples of methods and techniques; and
• examples of practical technical procedures for controlling the quality of fi nished 

herbal products.

In the pursuit of the above-mentioned objectives, these guidelines should be read 
together with the other WHO documents and publications (including future 
versions) relating to the quality assurance of herbal medicines with regard to 
safety, for example (for details see reference list):

• Quality control methods for medicinal plant materials (2)
• Good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants (3)
• International pharmacopoeia, 4th ed. (4, 5)
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• Good manufacturing practices: main principles for pharmaceutical products (6)
• Good manufacturing practices: supplementary guidelines for the manufacture of herbal 

medicinal products (7)
• Guide to good storage practices for pharmaceuticals (8)
• Good trade and distribution practices (GTDP) for pharmaceutical starting materials (9)
• General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional 

medicine (10)
• Guidelines for assessment of herbal medicines (11)
• WHO monographs on selected medicinal plants (12, 13).

Also, as much of the work in the fi eld of food safety is relevant to the safety of 
herbal medicines, these guidelines should be reviewed together with the relevant 
guidelines and codes of practice developed by the Joint Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO)/WHO Codex Alimentarius Commission, 
particularly those of its Committees on Pesticide Residues and on Food Additives 
and Contaminants, which are often refl ected in national legislation. Thus medicinal 
plants may be subject to the general requirements for foods. Examples of Codex 
texts, which may be applicable to medicinal plants, include:

• Codex Alimentarius code of practice, general principles of food hygiene (14)
• Codex Alimentarius guidelines for the production, processing, labelling and marketing 

of organically produced foods (15)
• Codex Alimentarius code of practice for spices and dried aromatic plants (16).

The scope of these guidelines does not cover issues of adulteration of herbal 
medicines and/or counterfeit products, which should be dealt with in separate 
guidelines. WHO has produced guidelines on counterfeits in general (8, 9, 17– 20).

1.3 Use of the document

A rapid increase in the global use of herbal medicines over the last few years 
has led to concerns over the safety and quality of herbal materials and herbal 
products.

Currently, there is considerable variation from country to country in the quality 
control of such materials and products and this variation not only impacts on 
public health, as contaminants in herbal medicines may represent avoidable 
risks for patients and consumers, but also has effects on international trade. Thus 
implementation of testing for contaminants in the national and/or regional quality 
control of herbal medicines is highly recommended and it is the intention of this 
document to provide guidance on which aspects should be considered when 
implementing such tests.

In particular:

• Consideration should be given to potential risk factors that might have 
an impact on possible contamination. For example, testing for radioactive 
contaminants will be necessary only if there are special reasons for concern. 
However, it should be noted that even if a herb is organically or “biologically” 
grown, contaminants from the soil or other environmental sources may still 
be present.
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• Not all tests have to be performed on every production batch. For example, 
if it has been shown that pesticides will not concentrate during an extraction 
process, it will be suffi cient to test the herbal material.

• Some analytical methods require signifi cant investment in instruments and 
reagents.

However, economic constraints should not prevent the implementation of testing 
for contaminants. If resources are insuffi cient, the establishment of a national or 
regional pesticide control laboratory could be a suitable solution and cooperation 
with laboratories from academia or research centres, or with specialized laboratories 
working in food-related areas should be considered.

These guidelines mention several potential major contaminants and residues and 
Member States are advised to prioritize their testing programmes according to 
local agricultural practice and, in the case of imports, the agricultural practices of 
the source country.

The annexes to these guidelines present several examples of suitable methodologies 
found in national or regional pharmacopoeias and in WHO documents. It should 
be noted that these methods need to be validated for the material that is to be tested, 
e.g. roots, seeds, leaves, plant species and also for each type of instrument, e.g. for 
gas chromatography (GC), high-performance liquid chromatography (HPLC) or 
atomic absorption (AA) spectrophotometry. This process should include validation 
of detection limits, as these may depend on the instrument and type of sample. It 
is recommended that Member States and WHO work together to improve these 
methods and to harmonize requirements with a view to including validated 
standard methods in the International pharmacopoeia and regional pharmacopoeias.

Many of the accepted limits are extrapolated from work done in the food area, therefore 
more research is needed on the establishment of the scientifi c basis (e.g. for maximum 
residue limit (MRL) values for herbal medicines or herbal materials in general). The 
guidelines are a living document and will be revised and updated in the light of further 
developments and new technologies as they become available in the future.

It is important that the WHO Member States adopt the document as a working 
document in their regulatory controls.

The Member States are encouraged to make free use of this document and 
incorporate it into their legal framework.

1.4 Glossary

The following terms are used in the guidelines. The numbers in parentheses 
following a term refer to the number of the publication as given in the reference 
list; sometimes it was necessary to adapt the defi nitions so that they would apply 
properly to herbal medicines. Where references are given, they identify the source 
document from which the term has been abstracted or derived.

1.4.1 Terms relating to herbal medicines
The terms and their defi nitions have been selected and adopted from other WHO 
documents and guidelines that are widely used by WHO Member States. Defi nitions 

24



Introduction

5

of the terms may differ from those adopted in regulations and/or in common 
usage in some Member States. However, one of the purposes of these defi nitions is 
to provide consistency in terminology with other relevant WHO documents in this 
fi eld, such as the WHO General guidelines for methodologies on research and evaluation 
of traditional medicine (10) and WHO Good manufacturing practices (6, 7). It should 
also be noted that these defi nitions have been developed to meet the demand for 
the establishment of standard, internationally acceptable defi nitions to be used in 
the evaluation and research of herbal medicines (10).

 Herbal medicines (10)
These include herbs, herbal materials, herbal preparations and fi nished herbal 
products:

Herbs (10)
Herbs include crude plant material such as leaves, fl owers, fruit, seeds, 
stems, wood, bark, roots, rhizomes or other plant parts, which may be entire, 
fragmented or powdered.

Herbal materials (10)
Herbal materials are either whole plants or parts of medicinal plants in the 
crude state. They include herbs, fresh juices, gums, fi xed oils, essential oils, 
resins and dry powders of herbs. In some countries, these materials may be 
processed by various local procedures, such as steaming, roasting, or stir 
baking with honey, alcoholic beverages or other materials.1

Herbal preparations (10)
Herbal preparations are the basis for fi nished herbal products and may 
include comminuted or powdered herbal materials, or extracts, tinctures 
and fatty oils, expressed juices and processed exudates of herbal materials. 
They are produced with the aid of extraction, distillation, expression, 
fractionation, purifi cation, concentration, fermentation or other physical or 
biological processes. They also include preparations made by steeping or 
heating herbal materials in alcoholic beverages and/or honey, or in other 
materials.

Finished herbal products or herbal medicinal products (10)
Medicinal products containing as active substances exclusively herbal 
drugs or herbal drug preparations. They may consist of herbal preparations 
made from one or more herbs. If more than one herb is used, the term mixed
herbal product can also be used. They may contain excipients in addition 
to the active ingredients. In some countries herbal medicines may contain, 
by tradition, natural organic or inorganic active ingredients, which are not 
of plant origin (e.g. animal materials and mineral materials). Generally 
however, fi nished products or mixed products to which chemically defi ned 
active substances have been added, including synthetic compounds and/
or isolated constituents from herbal materials, are not considered to be 
herbal.

1 The wording of this defi nition has been modifi ed from the original which appeared in 
reference (10).
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Medicinal plant materials: see Herbal materials

 Medicinal plant (7)
A plant, either growing wild or cultivated, used for its medicinal purposes.

1.4.2 Terms relating to contaminants and residues
in herbal medicines

In general the following terms and their explanations as they relate to contaminants 
and residues in herbal medicines have been adopted verbatim or where necessary 
adapted from the defi nitions for pesticide residues in foods, developed by the 
Codex Alimentarius Commission (21) and the Joint FAO/WHO Meeting on 
Pesticide Residues. Thus when Member States consider the terms relevant to 
their individual needs, these documents should be consulted. The reason for this 
suggestion is that in future the Joint FAO/WHO Meetings on Pesticide Residues 
(JMPR) will probably continue as the group mandated to evaluate the safety of 
pesticides and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) 
for contaminants in herbal medicines and in foods.

The defi nitions contained in this glossary were originally quoted from various 
documents listed above; however, they were modifi ed at the WHO Consultation 
on Contaminants and Residues to adapt them to the scope of this document.

In general when countries are setting standards for their herbal medicines they 
should take into account the differences in dosages, quantities and frequency of 
use, and methods of preparation of herbal medicines relative to those of foods.

 Contamination (6)
The undesired introduction of impurities of a chemical or microbiological nature, 
or of foreign matter, into or onto a starting material, intermediate product or 
fi nished herbal product during production, sampling, packaging or repackaging, 
storage or transport.

 Cross-contamination (6)
The contamination of a starting material, intermediate product or fi nished product 
with another starting material or product during production.

 Foreign matter (2)
Material consisting of any or all of the following:

• parts of the medicinal plant material or materials other than those named with 
the limits specifi ed for the plant material concerned;

• any organism, part or product of an organism, other than that named in the 
specifi cation and description of the plant material concerned;

• mineral admixtures such as soil, stones, sand, and dust; and glass, metal and 
plastics or any other extraneous materials. These may be loose or adhering to 
these medicinal plant materials.

 Acceptable daily intake (ADI) of a chemical (21)
The estimated maximum amount of an agent, expressed on a body mass basis, 
to which an individual in a (sub)population may be exposed daily over his or 
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her lifetime without appreciable health risk. ADIs are normally determined for 
substances that are deliberately added (to foods) or are residues that are present as 
a result of approved uses of the agent.

A daily intake, which, during an entire lifetime, appears to be without appreciable 
risk to the health of the consumer, on the basis of all the known facts at the time 
of the evaluation of the chemical by the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide 
Residues. It is expressed in milligrams of the chemical per kilogram of body 
weight.1

 Acceptable residue level (ARL) (21)
The ARL is given in mg of pesticide per kg of medicinal plant material and can 
be calculated from the maximum acceptable daily intake (ADI) of the pesticide for 
humans, as recommended by FAO and WHO, and the mean daily intake (MDI) of 
the medicinal plant material.

 Acute reference dose (ARD) (21)
The acute reference dose of a chemical is an estimate of the amount of a substance, 
normally expressed on a body-weight basis, that can be ingested in a period of 
24 hours or less without appreciable health risk to the consumer on the basis of all 
known facts at the time of the evaluation.

ARD is the amount of pesticide to which a person is exposed, usually, at one day’s 
regimen of herbal medicines and which results in acute effects on the human body. 
ARD estimations include a safety factor to ensure that the elderly, infants, children 
and those whose systems are under stress because of illness, are protected.

 Extraneous maximum residue limit (EMRL) (21)
A pesticide residue or a contaminant arising from environmental sources (including 
former agricultural uses) other than the use of a pesticide or contaminant substance 
directly or indirectly on the herbal medicine. The concentration is expressed 
in milligrams of pesticide residue or contaminant per kilogram of the herbal 
medicine.

 Maximum residue limit (MRL) (21)
The MRL is the maximum concentration of a pesticide residue (expressed as mg/
kg) recommended by the Codex Alimentarius Commission to be legally permitted 
(in food commodities and animal feeds). MRLs are based on good agricultural 
practices (GAP) data established for foods, and foods derived from commodities that 
comply with the respective MRLs are intended to be toxicologically acceptable.

Such MRL values might be used by analogy for herbal medicines.

MRLs which are primarily intended to apply in international trade are derived 
from estimations made by the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues 
(JMPR) following:

1 For additional information on ADIs relative to pesticide residues refer to the Report of the 1975 
Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, FAO Plant Production and Protection Series 
No. 1 or WHO Technical Report Series No. 592.
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• Toxicological assessment of the pesticide and its residue and review of residue 
data from supervised trials and supervised uses including those refl ecting 
national food agricultural practices. Data from supervised trials conducted at 
the highest nationally recommended, authorized or registered uses are usually 
included in the review.

• Consideration of the various dietary residue estimates and determinations both 
at the national and international levels in comparison with the ADI, should 
indicate that herbal medicines complying with MRLs proposed by the Codex 
Alimentarius Commission are safe for human consumption.

• In order to accommodate variations in national pest control requirements, Codex 
MRLs take into account the higher levels shown to arise in such supervised trials, 
which are considered to represent effective pest control practices. For herbal 
medicines, the levels recommended by the Codex Alimentarius Commission to 
be legally permitted in food commodities or in animal feeds could be applicable 
to herbal materials/preparations. Generally MRLs would be based on GAP data
and are intended to be toxicologically acceptable.

GAP includes the nationally authorized safe uses of pesticides under actual 
conditions necessary for effective and reliable pest control. It encompasses a 
range of levels of pesticide applications up to the highest authorized use, applied 
in a manner which leaves a residue that is the smallest amount practicable. 
Authorized safe uses are determined at the national level and include 
nationally registered or recommended uses, which take into account public and 
occupational health and environmental safety considerations. GAP applies at all 
stages of production, storage, transport, distribution and processing of herbal 
medicines.

 Permitted daily exposure
The term “permitted daily exposure” (PDE) is defi ned, in the ICH guidelines, as 
a pharmaceutically acceptable intake of residual solvents to avoid confusion of 
differing ADIs for the same substance (22).1

 Pesticide
For the purpose of these guidelines, pesticides are defi ned as any substance 
intended for preventing, destroying, attracting, repelling, or controlling any pest 
including unwanted species of plants or animals during production, storage, 
transport, distribution and processing. The term includes substances intended 
for use as a plant-growth regulator, defoliant, desiccant, fruit thinning agent, or 
sprouting inhibitor and substances applied to crops either before or after harvest 
to protect the commodity from deterioration during storage and transport. The 
term normally excludes fertilizers and plant nutrients.

 Pesticide residue (21)
Pesticide residues are any specifi ed substance in food, agricultural commodities or 
animal feed resulting from the use of a pesticide. The term includes any derivatives 
of a pesticide, such as conversion products, metabolites, reaction products and 
impurities considered to be of toxicological signifi cance.

1 http://www.ich.org/cache/compo/363-272-1.html#Q3C
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 Persistent organic pollutants (POPs)
Persistent organic pollutants (POPs) are chemical substances that persist in the 
environment, bioaccumulate through the food web and pose a risk of causing 
adverse effects to human health and the environment. With the evidence of long-
range transport of these substances to regions where they have never been used or 
produced and the consequent threats they pose to the environment of the whole 
globe, the international community has, on several occasions, called for urgent 
global action to reduce and eliminate releases of these chemicals.1

 Tolerable intake (TI) – general defi nition
Tolerable intake is defi ned as an estimate of the intake of a substance over a lifetime 
that is considered to be without appreciable health risk (23).2

TI of a contaminant
In the context of the present guidelines, the TI is defi ned as the estimated 
amount of a contaminant, expressed on a body mass basis, to which each 
individual in a (sub)population may be exposed over a specifi ed period 
without appreciable risk. The term “tolerable” is used for agents which are 
not deliberately added, such as contaminants.

TI of pesticide as a contaminant in herbal products
The estimated amount of pesticide consumed as a contaminant in herbal 
products, together with other sources over a period of time, ranging from 
daily to lifetime, without causing harm to humans.

 Residual solvents
These are residues of organic solvents that are used or produced in the manufacture 
of and processing of herbal preparations/products. Solvents are classifi ed by the 
ICH (CPMP/ICH 283/95) according to their potential risk into:

• class 1 (solvents to be avoided such as benzene);
• class 2 (limited toxic potential such as methanol or hexane); and
• 3 (low toxic potential such as ethanol).

1 United Nations Environment Programme (http://www.chem.unep.ch/pops/default.html).
2 http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc170.htm#SectionNumber:2.2
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2 植物薬中の有害な可能性のある汚染物質および残留物 

 
2.1 一般的考慮事項 
植物薬は、国の医薬品規制の枠組みにおいては、医学のカテゴリにおける薬用植物製

品の利用と定義され、「薬用植物」、「原料生薬」、「中間製品」、「 終製品」/
「植物性医薬品」などがある。国によっては、ある種の薬用植物および原料生薬は、

食品または食品原料として用いられる。このため、以下の用語はそれに応じ、植物薬

および食品の規制区分のいずれにも対応するように採択している。 
 
植物薬中に生じうる、有害な可能性のある汚染物質および残留物の例を表 1 に示す。

この表には、汚染物質および残留物の発生源として可能性のあるものと、そうした物

質が検出されうる製造段階についても情報を記載している。このなかには、植物薬の

汚染物質または残留物として回避できないと考えられるものもある。 
 
植物薬の汚染物質は、物理化学的汚染物質と生物学的汚染物質に分類される。さまざ

まな農薬および一部の有機溶媒は、植物薬における重大な残留物となりうる。 
 
汚染は、Guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants
（薬用植物の栽培と採取のガイドライン［GACP］）および植物薬のGMP（good manu-
facturing practices）などの品質保証対策により回避し、管理すべきである。化学的汚染

物質および微生物学的汚染物質は、ヒトの排泄物や家畜糞尿、汚水などを肥料として

用いることによって生じうる。薬用植物の GACP に関する WHO ガイドライン（3）に

述べられているように、ヒトの排泄物は肥料として用いてはならず、家畜糞尿は完全

にたい肥化させなければならない。家庭用製品や工業用化学物質から生じる溶媒など

の有毒物質その他の化学的汚染物質は、たい肥化させた汚水中で濃縮される可能性が

ある。したがって、農業地域での汚水管理にも、注意が必要である。 
 
異物を管理すべきである。 
 
有害な可能性のある汚染物質および残留物の圧倒的多数が、薬用植物および原料生薬

中に認められる。その結果、そのような物質が中間製品および 終製品などの製品中

に存在することになる。薬用植物の段階で存在する一部の汚染物質および残留物のレ

ベルは、収穫後の加工処理（乾燥など）の結果、製造工程におけるエキスなどの中間

製品において、また 終製品中において変化することがある。 
 
それぞれの汚染物質および残留物について、この後の 2 つのサブセクションで述べる。
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バイオテクノロジー（将来、DNA 技術を用いて生産された薬用植物に応用される可能

性がある）の進展との関連で、いくつかの懸念が生じている。この分野については継

続的な監視が必要であり、おそらく修正と新方針の策定を行うことになろう。しかし、

この主題は本ガイドラインの範囲を超えている。 
 
表 1．植物薬中の主な汚染物質および残留物の分類 
汚染物質 
一般的 
分類 

グループ 
 

サブ 
グループ 

具体例 考えられる汚染源 検出可能な

製造段階P

a
P 

有毒金属お

よび有毒非

金属 

鉛、カドミウム、水

銀、クロム（ヒ素、

亜硝酸塩） 

耕作・栽培、製造工

程における汚染され

た土壌および水 

1, 2, 3, 4 

残留性有機

汚染物質  
ダイオキシン、アル

ドリン、クロルデ

ン、DDT、ディルド

リン、エンドリン、

ヘプタクロル、マイ

レックス 

耕作・栽培における

汚染された空気、土

壌、水 

1, 2, 3, 4 

放射性核種 
 

Cs-134、Cs-137 耕作・栽培時の空

気、土壌、水 
1, 2, 3, 4 

マイコトキシン 収穫後の加工処理、

輸送、保管 
2, 3, 4 

化学的

汚染物

質 

有毒・有害

物質 
 

生物学的 
毒素 

エンドトキシン 収穫後の加工処理、

輸送、保管 
1, 2, 3, 4 

細菌類 黄色ブドウ球菌、緑

膿菌、サルモネラ

菌、赤痢菌、大腸菌 

土壌、収穫後の加工

処理、輸送、保管 
1, 2, 3, 4 微生物 

 
 

真菌類 酵母、カビ 収穫後の加工処理、

輸送、保管 
1, 2, 3, 4 

寄生生物 原生生物－アメー

バ、蠕虫－線虫 
土壌、排泄物、有機

農業／有機栽培、製

造工程 

1, 3, 4 

昆虫 蚊およびその一部 収穫後の加工処理、

輸送、保管 
1, 2, 4 

生物学

的汚染

物質 

動物 

その他 ネズミの排泄物、ミ

ミズ、コナダニ 
収穫後の加工処理、

輸送、保管 
1, 2, 4 

溶媒 有機溶媒 アセトン、メタノー

ル、エタノール、ブ

タノール 

耕作・栽培、製造工

程の土壌および水 
1, 2, 3, 4 
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残留物 
一般的 
分類 

グループ サブ 
グループ 

具体例 考えられる汚染源 検出可能な

製造段階P

a
P 

殺虫剤 カルバメート、塩化

炭化水素、有機リン 
耕作・栽培、収穫の

加工処理時の空気、

土壌、水 

1, 2, 3, 4 

除草剤 2,4-D、2,4,5-T 耕作・栽培、収穫の

加工処理時の空気、

土壌、水 

1, 2, 3, 4 

駆除剤 
 

殺菌剤 ジチオカルバメート 耕作・栽培時の空

気、土壌、水 
1, 2, 3, 4 

燻蒸剤 化学剤 エチレンオキシド、

ホスフィン、メチル

ブロミド、二酸化硫

黄 

収穫後の加工処理 2, 3, 4 

残留農

薬 
 

防疫薬 抗ウイルス

剤 
チアメトキサム 耕作時 1, 2, 3, 4 

残留溶媒 有機溶媒 アセトン、メタノー

ル、エタノール、ブ

タノール 

製造工程 3, 4 

検出可能な製造段階：1, 薬用植物 2, 原料生薬 3, 中間製品 4, 終製品 

 

2.2 化学的汚染物質 
2.2.1 有毒金属および有毒非金属 
ヒ素などの有毒物質による原料生薬の汚染は、さまざまな原因により生じうる。たと

えば環境汚染（すなわち、工場から排出される汚染物質、有鉛ガソリン、川・湖・海

に流入する流出水、一部の農薬）、土壌組成、肥料などである。原料生薬のこのよう

な汚染の結果、製造工程のさまざまな段階で製品が汚染されることになる。 
 
ヒ素および水銀を含有する農薬は数年前まで広く用いられており、一部の国では今な

お使われている。 
 
有毒物質は自然界に豊富に存在し、多くの食品中に含有される可能性があるため、適

正実施のガイドラインが遵守された場合であっても、植物性医薬品を同時に摂取する

と、人々が摂取する有毒金属の総濃度は上昇する可能性がある。 
 
2.2.2 残留性有機化合物 
残留性有機化合物（POPs）としては合成塩素化芳香族炭化水素などの有機化合物があ
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り、水にわずかしか溶けず、日光、水分、空気、熱の存在下で残留する、あるいは安

定である。こうした物質は過去に農薬として幅広く使用されていた。今でも燃焼の副

産物として、あるいは工業プロセスにおいて、不注意により生成される。 
 
農業における DDT やベンゼンヘキサクロリド（BHC）などの残留性農薬の使用は、多

くの国で長年にわたり禁止されている。しかし、そうした農薬が過去に使用されてい

た地域では今なお検出され、近辺で生育している薬用植物をしばしば汚染する。また、

こうした物質の多くは、マラリア媒介蚊のような病原媒介生物の管理など、公衆衛生

目的で今でも使用されており、しばしば農業地域の近くで使用される。その後、殺虫

剤の残留物は空中を飛散して近辺の畑で栽培中の薬用植物の作物に付着し、そうした

農作物が汚染されることになる。 
 
したがって、このような残留性の農薬を今でも使用している地域で栽培されている薬

用植物の品質を確認する際は、注意が必要である。 
 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants（残留性有機汚染物質に関するスト

ックホルム条約）P

６
Pでは現在、DDTのほかダイオキシン（強力な発癌物質）、アルドリ

ン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、マイレックス、トキサ

フェン、ヘキサクロロベンゼンなど 11 種類のPOPsが対象となっている。P

７ 

P

６．
Phttp://www.unep.org/themes/chemicals 

P

７．
Phttp://www.pops.int/documents/pops/default.htm 

 

2.2.3 放射性汚染物質 
放射性核種など電離放射線の発生源は多くが地中や大気中に自然に生じるため、電離

放射線への一定量の曝露は避けられない（24）。 
 
危険な汚染は原子力事故の結果であったり、ほかの発生源から生じたりする。WHO は、

ほかのいくつかの国際機関と緊密に協力して、重大な原子力事故の結果生じた放射性

核種により広範囲の汚染が生じた場合に使用するガイドラインを作成した（25）。そ

のような放射性核種の例としては、長寿命または短寿命の核分裂生成物、アクチノイ

ド、放射化生成物などがある。一般に、こうした放射性核種の性質と強さは様々であ

り、発生源などのファクターによって変わってくる。原子炉、再処理施設、燃料製造

工場、同位体製造装置などが発生源となりうる。 
 
放射性核種により偶発的に汚染された植物薬による健康リスクは、特定の放射性核種

と汚染のレベルだけでなく、摂取された製品の用量および使用期間によっても異なる

ことが、本ガイドラインでは強調されている。原料生薬および植物性医薬品中の放射
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性物質を測定する際の重大な検討事項は、適切な方法論と設備が利用できるかどうか

である。加盟国にとっては、こうした設備を利用できる国との協調がおそらく役立つ

だろう。 
 
製造、輸送、保管の全段階において、放射性核種で汚染されていない原料生薬の交叉

汚染を完全に回避しなければならない。 
 
2.2.4 マイコトキシンおよびエンドトキシン 
マイコトキシン 
マイコトキシンが植物原料中に存在すると、健康に対する急性リスクと慢性リスクの

いずれもが生じる可能性がある。マイコトキシンは通常、二次代謝産物であり、不揮

発性で分子量は比較的低く、原料生薬の内部や表面に分泌される。マイコトキシンは、

同じ環境で競合する他の微生物を排除する役割と、寄生性菌類の宿主の組織への侵入

を助ける役割という、二元的な役割を有すると考えられている。アスペルギルス属、

フサリウム属、ペニシリウム属などの菌種が産生するマイコトキシンが もよく報告

される。 
 
マイコトキシンはアフラトキシン、オクラトキシン、フモニシン、トリコテセンの 4
つの主要グループからなり、いずれも毒性を有する。アフラトキシンは幅広く研究さ

れており、国際がん研究機関によりGroup 1 のヒト発癌物質に分類されている（27）。 
 
エンドトキシン 
エンドトキシンは主にある種のグラム陰性菌の外膜に認められ、細胞が破壊された場

合のみ放出される。抗原抗体反応を誘発し、細菌感染への抵抗性を変化させるなど、

重大な影響を与えるリポ多糖類である。したがって、非経口用剤型の植物薬には、国、

地域の薬局方や国際薬局方の要件に準じてエンドトキシンの有無の試験を行うべきで

ある。 
 
2.2.5 汚染物質として生じる溶媒 
植物薬製造以外の産業で用いられる溶媒は、灌漑用水、飲用水、工業用水などで汚染

物質としてしばしば検出され、したがって、栽培・加工処理のさまざまな段階で薬用

植物および植物薬に到達する。 
 
2.3 生物学的汚染物質 
2.3.1 微生物学的汚染物質 
薬用植物および植物薬は通常、多数の細菌およびカビを有し、それらは多くの場合、

土壌や肥料に由来する。薬用植物に自然に生じる菌叢は幅広い細菌類および真菌類に
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よって形成されるが、高頻度で優勢となるのは芽胞形成菌である。収穫、製造、輸送、

保管の現行の方法によってさらに汚染され、微生物が増殖することがある。輸送およ

び保管時の植物薬の湿度レベルの管理、また、液体の製品や 終製品の温度管理が不

十分であると、微生物が増殖する恐れがある。大腸菌、サルモネラ菌、カビの存在は、

収穫の方法および製造の質が劣ることを示すと考えられる。 
 
また、収穫、収穫後の加工処理、製造のプロセスで病原性細菌の感染者が取り扱うこ

とで微生物汚染が生じることもある。これは、GACP や GMP などの適正実施ガイドラ

インを実施して管理すべきである。 
 
2.3.2 寄生生物汚染 
たい肥化されていない動物の排泄物が使用されている場合、特に、原虫、線形動物や

その卵などの寄生生物が耕作中に寄生し、動物原性感染症を引き起こすことがある。

また、加工処理や製造を行う者が適切な個人衛生対策を取っていない場合に、そのよ

うなプロセスにおいて寄生生物汚染が生じることもある。 
 
2.4 農業用化学薬品の残留物 
植物薬の主な残留農薬は駆除剤および燻蒸剤から生じる。 
 
駆除剤は用途により、たとえば以下のように分類される。 
・ 殺虫剤 
・ 防カビ剤および抗線虫剤 
・ 除草剤 
・ その他の駆除剤（回虫駆除剤、軟体動物駆除剤、殺鼠剤など） 
 
燻蒸剤の例としては、エチレンオキシド、エチレンクロロヒドリン、メチルブロミド、

二酸化硫黄などがある。 
 
2.4.1 残留農薬 
原料生薬には、耕作時の散布や土壌処理、保管時の燻蒸剤の使用などの農業慣行の結

果として蓄積された残留農薬が含有されている場合がある。したがって、原料生薬を

生産する国では、必ず適切な方法による農薬の測定が可能な管理試験機関を、 低 1
つは設置することが推奨される。 
 
2.4.1.1 農薬の分類 
農薬には複数の分類方法がある（28, 29）。農薬の化学組成または化学構造に基づいた

分類が、分析化学には も有用である。以下に例を挙げる。 
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・ 塩化炭化水素および関連する農薬：ヘキサクロロシクロヘキサン（HCH）またはベ

ンゼンヘキサクロリド（BHC）、リンデン、メトキシクロル 
・ 塩化フェノキシアルカン酸系除草剤：2,4-D、2,4,5-T 
・ 有機リン系農薬：カルボフェノチオン、クロルピリホスおよびクロルピリホス-メチ

ル、クマホス 、デメトン、ジクロルボス、ジメトエート、エチオン、フェンクロ

ルホス、マラチオン、メチルパラチオン、パラチオン 
・ カルバメート系殺虫剤：カルバリル 
・ カルバモイルベンズイミダゾール：ベノミル、カルベンダジム 
・ ジチオカルバメート系抗カビ剤：フェルバム、マネブ、ナーバム、チウラム、ジネ

ブ、ジラム 
・ アミノ酸系除草剤：グリホサート 
・ 無機農薬：リン化アルミニウム、ヒ酸カルシウム 
・ その他各種：ブロモプロピレート、クロロピクリン、エチレンジブロマイド、エチ

レンオキシド、メチルブロマイド、二酸化硫黄 
・ 植物由来の農薬：タバコ葉エキス、除虫菊、除虫菊エキス、デリス属およびロンコ

カルプス属の根およびロテノイド 
 
長期残留作用を有するのは、塩化炭化水素および関連する農薬（例：HCH）および 数
種の有機リン系農薬（例：カルボフェノチオン）のみである。多くの残留性農薬の使

用は幅広い地域で中止されているものの、残留物はいまなお環境中に残っている

（例：DDT など［セクション 2.2.2 参照］）。したがって、薬用植物および植物性医薬

品についての費用効率の高い品質管理を実現するために、各国で農薬の使用をすべて

記録することが強く推奨される。 
 
活性物質として銅をベースにした農薬（例：硫酸銅、硫酸銅と消石灰の混合物）が過

去によく用いられており、現在でも農業従事者に好まれる。そのような化合物は抗カ

ビ剤として効果的である。銅は植物にとり必須の栄養素ではあるが、銅を高レベル

（70 mg/日程度）で摂取すると健康に重篤な有害作用が実際に生じるため、銅のレベル

を管理しなければならない。銅は自然界で高度に生物濃縮されるため、重金属と同様

に原料生薬中に残留する可能性がある。この事実によっても銅への曝露の可能性は高

くなる。 
 
他の大半の農薬は作用の残留期間が非常に短い。したがって、農薬への曝露期間が不

明の場合は、予備的スクリーニング法として、有機結合した塩素およびリンの有無を

確認する試験を原料生薬に対して行うことを推奨する（原文 p77：Annex 6、section 1 も

参照）。この試験は、農薬の使われている可能性のある場所の予測に有用である。 
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2.4.2 外部からの残留農薬（セクション 2.2.2 参照） 
 
2.5 残留溶媒 
植物薬の製造に幅広い有機溶媒が用いられ、中間製品および 終製品のそのような加

工処理の残留物として検出される可能性がある。溶媒は GMP および品質管理により管

理すべきである。 
 
溶媒は、ICH（CPMP/ICH 283/95）で潜在的リスクにより以下のように分類されている。 
 
・ クラス 1（避けるべき溶媒。ベンゼンなど） 
・ クラス 2（限定的な毒性。メタノール、ヘキサンなど） 
・ クラス 3（低毒性。エタノールなど） 
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2. Potentially hazardous contaminants 

and residues in herbal medicines

2.1 General considerations

Herbal medicines are defi ned as herbal products in the medicines category in a 
national drug regulatory framework, and may include “herbs”, “herbal materials”, 
“herbal preparations” and “fi nished herbal products”/“herbal medicinal products”. 
In some countries, certain herbs and herbal materials may also be used as foods 
or as ingredients of foods. For this reason, the following terms have been adapted 
accordingly to address both regulatory categories of herbal medicines and food.

Table 1 shows examples of potentially hazardous contaminants and residues 
that may occur in herbal medicines. The summary table includes information on 
possible sources of contaminants and residues, as well as the manufacturing stages 
at which they may be detectable. Some of them are considered as unavoidable 
contaminants or residues of herbal medicines.

Contaminants in herbal medicines are classifi ed into physicochemical contaminants 
and biological contaminants. A variety of agrochemical agents and some organic 
solvents may be important residues in herbal medicines.

Contamination should be avoided and controlled through quality assurance 
measures such as good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal 
plants, and good manufacturing practices (GMP) for herbal medicines. Chemical 
and microbiological contaminants can result from the use of human excreta, animal 
manures and sewage as fertilizers. As noted in the WHO guidelines on GACP for 
medicinal plants (3), human excreta must not be used as a fertilizer, and animal manures 
should be thoroughly composted. Toxic elements and other chemical contaminants, 
including solvents originating from products intended for use in households and 
industrial chemicals, can be concentrated in composted sewage. Therefore, care 
should also be exercised with sewage management in agricultural areas.

Foreign matter should be controlled.

By far the majority of potentially hazardous contaminants and residues are found 
in the herbs and herbal materials. This results in their presence in the products, 
such as herbal preparations and fi nished herbal medicines. The level of some 
contaminants and residues present at the stage of the medicinal plant may change 
as a result of post-harvest processing (e.g. drying), in herbal preparations such as 
extracts, and in fi nished herbal products during the manufacturing process.

Each contaminant and residue is described in the following two subsections. Some 
concerns have been expressed in connection with the advancement of biotechnology, 
which, in the future, might be applied to medicinal plants produced using DNA 
technologies. This is an area that requires continuous monitoring for probable 
modifi cation and new policy development. This subject, however, is beyond the 
scope of these guidelines.
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Table 1. Classifi cation of major contaminants and residues in herbal medicines
Contaminants
General
classifi cation

Group Subgroup Specifi c examples Possible sources Stage of 
production 
at which 
detectablea

Chemical
contaminants

Toxic and 
hazardous 
materials

Toxic metals 
and non-
metals

Lead, cadmium, 
mercury, chromium 
(arsenic, nitrite)

Polluted soil and water, 
during cultivation/
growth, manufacturing 
process

1,2,3,4

Persistent
organic 
pollutants

Dioxin aldrin, 
chlordane, DDT, 
dieldrin, endrin, 
heptachlor, mirex 

Polluted air, soil and 
water, during cultivation/
growth

1,2,3,4

Radionuclide Cs-134, Cs-137 Air, soil, water during 
cultivation/growth

1,2,3,4

Biological
toxins

Mycotoxins Post-harvest processing, 
transportation and storage

2,3,4

Bacterial
endotoxins

Post-harvest processing, 
transportation and storage

1,2,3,4

Biological
contaminants

Micro-
organisms

Bacteria Staphylococcus
aureus, Pseudomonas
aeruginosa,
Salmonella species, 
Shigella species,
Escherichia coli

Soil, post-harvest 
processing, transportation 
and storage

1,2,3,4

Fungi Yeast, moulds Post-harvest processing, 
transportation and storage

1,2,3,4

Animals Parasites Protozoa – amoebae, 
Helminths – 
nematoda

Soil, excreta; organic 
farming/cultivation,
manufacturing process

1,3,4

Insects Cockroach and its 
parts

Post-harvest processing, 
transportation and storage

1,2,4

Others Mouse excreta, 
earthworms, acarus

Post-harvest processing, 
transportation and storage

1,2,4

Solvents Organic 
solvents

Acetone, methanol, 
ethanol, butanol

Soil and water, during 
cultivation/growth, 
manufacturing process

1,2,3,4

Residues
General
classifi cation

Group Subgroup Specifi c examples Possible sources Stage of 
production 
at which 
detectablea

Agrochemical 
residues

Pesticides Insecticides Carbamate, 
chlorinated
hydrocarbons, 
organophosphorus

Air, soil, water, during 
cultivation/growth, post-
harvest processing

1,2,3,4

Herbicides 2,4-D, 2,4,5-T Air, soil, water, during 
cultivation/growth, post-
harvest processing

1,2,3,4

Fungicides Dithiocarbamate Air, soil, water, during 
cultivation/growth

1,2,3,4

 Fumigants Chemical 
agents

Ethylene oxide, 
phosphine, methyl 
bromide, sulfur 
dioxide

Post-harvest processing 2,3,4

Disease
control 
agents

Antiviral
agents

Thiamethoxam During cultivation 1,2,3,4

Residual solvents Organic 
solvents

Acetone, methanol, 
ethanol, butanol

Manufacturing process 3,4

a Stage of production at which detectable: 1, medicinal plants; 2, herbal materials; 3, herbal preparations; 4, fi nished 
herbal products.
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2.2 Chemical contaminants

2.2.1 Toxic metals and non-metals
Contamination of herbal materials with toxic substances such as arsenic can be 
attributed to many causes. These include environmental pollution (i.e. contaminated 
emissions from factories and leaded petrol and contaminated water including run-
off water which fi nds its way into rivers, lakes and the sea, and some pesticides), 
soil composition and fertilizers. This contamination of the herbal material leads 
to contamination of the products during various stages of the manufacturing 
process.

Pesticides containing arsenic and mercury were widely used until a few years ago 
and they are still being used in some countries.

As toxic substances are likely to be present in many foods, due to their abundance 
in nature, it is important to note that concomitant ingestion of herbal products 
would add to the total concentration of toxic metals consumed by people, even if 
best practice guidelines are followed.

2.2.2 Persistent organic pollutants
POPs include organic chemicals, such as the synthetic aromatic chlorinated 
hydrocarbons, which are only slightly soluble in water and are persistent or 
stable in the presence of sunlight, moisture, air and heat. In the past, they were 
extensively used in agriculture as pesticides. They are still generated inadvertently 
as by-products of combustion or industrial processes.

The use of persistent pesticides, such as DDT and benzene hexachloride (BHC), in 
agriculture has been banned for many years in many countries. However they are 
still found in the areas where they were previously used and often contaminate 
medicinal plants growing nearby. Also many of these substances are still being 
used for public health purposes, for example the control of disease vectors such as 
malaria-carrying mosquitoes, and are often applied near agricultural fi elds. The 
pesticide residues can then drift through the air on to the medicinal plant crops 
growing in nearby fi elds resulting in their contamination.

Thus care should be exercised with checking the quality of the medicinal plants 
grown in areas where these persistent pesticides are still being used.

The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants1 currently includes 
DDT and 11 other POPs including dioxin (a potent carcinogen), aldrin, chlordane, 
dieldrin, endrin, heptachlor, mirex, toxaphene and hexachlorobenzene.2

2.2.3  Radioactive contamination
A certain amount of exposure to ionizing radiation is unavoidable because 
many sources, including of radionuclides occur naturally in the ground and the 
atmosphere (24).

Potentially hazardous contaminants and residues in herbal medicines

1 http://www.unep.org/themes/chemicals
2 http://www.pops.int/documents/pops/default.htm
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Dangerous contamination may be the consequence of a nuclear accident or 
may arise from other sources. WHO, in close collaboration with several other 
international organizations, has developed guidelines for use in the event of 
widespread contamination by radionuclides resulting from a major nuclear 
accident (25). Examples of such radionuclides include long-lived and short-lived 
fi ssion products, actinides and activation products. In general the nature and the 
intensity of these radionuclides may differ markedly and depends on factors such 
as the source, which could be a reactor, reprocessing plant, fuel fabrication plant, 
isotope production unit or other (26).

These guidelines emphasize that the health risks posed by herbal medicines 
accidentally contaminated by radionuclides depend not only on the specifi c 
radionuclide and the level of contamination, but also on the dose and duration 
of use of the product consumed. An important consideration in the testing for 
radioactive substances in herbal materials and products is the availability of the 
appropriate methodology and equipment. Member States would probably benefi t 
from collaboration with countries where these facilities are available.

Cross-contamination of radionuclide-free herbal materials should be totally 
avoided during all the stages of production, transportation and storage.

2.2.4 Mycotoxins and endotoxins

 Mycotoxins
The presence of mycotoxins in plant material can pose both acute and chronic 
risks to health. Mycotoxins are usually secondary metabolic products which are 
nonvolatile, have a relatively low molecular weight, and may be secreted onto 
or into the medicinal plant material. They are thought to play a dual role, fi rstly, 
in eliminating other microorganisms competing in the same environment and 
secondly, helping parasitic fungi to invade host tissues. Mycotoxins produced 
by species of fungi including Aspergillus, Fusarium and Penicillium are the most 
commonly reported.

Mycotoxins comprise four main groups, namely, afl atoxins, ochratoxins, fumonisins 
and tricothecenes, all of which have toxic effects. Afl atoxins have been extensively 
studied and are classifi ed as Group 1 human carcinogens by the International 
Agency for Research on Cancer (27).

 Endotoxins
Endotoxins are found mainly in the outer membranes of certain Gram-negative 
bacteria and are released only when the cells are disrupted or destroyed. They 
are complex lipopolysaccharide molecules that elicit an antigenic response, cause 
altered resistance to bacterial infections and have other serious effects. Thus tests 
for their presence on herbal medicines should be performed in dosage forms 
for parenteral use, in compliance with the requirements of national, regional or 
international pharmacopoeias.

2.2.5  Solvents occurring as contaminants

Solvents used in industries other than the manufacturing of herbal medicines, are 
often detected as contaminants in water used in irrigation, for drinking and for 
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industrial purposes and thus they fi nd their way into medicinal plants and herbal 
materials at various stages of growth and processing.

2.3 Biological contaminants

2.3.1 Microbiological contaminants
Herbs and herbal materials normally carry a large number of bacteria and moulds, 
often originating in soil or derived from manure. While a large range of bacteria 
and fungi form the naturally occurring microfl ora of medicinal plants, aerobic 
spore-forming bacteria frequently predominate. Current practices of harvesting, 
production, transportation and storage may cause additional contamination and 
microbial growth. Proliferation of microorganisms may result from failure to 
control the moisture levels of herbal medicines during transportation and storage, 
as well as from failure to control the temperatures of liquid forms and fi nished 
herbal products. The presence of Escherichia coli, Salmonella spp. and moulds may 
indicate poor quality of production and harvesting practices.

Microbial contamination may also occur through handling by personnel who are 
infected with pathogenic bacteria during harvest/collection, post-harvest process-
ing and the manufacturing process. This should be controlled by implementing 
best practice guidelines such as GACP and GMP.

2.3.2 Parasitic contamination
Parasites such as protozoa and nematoda, and their ova, may be introduced 
during cultivation and may cause zoonosis, especially if uncomposted animal 
excreta are used. Contamination with parasites may also arise during processing 
and manufacturing if the personnel carrying out these processes have not taken 
appropriate personal hygiene measures.

2.4 Agrochemical residues

The main agrochemical residues in herbal medicines are derived from pesticides 
and fumigants.

Pesticides may be classifi ed on the basis of their intended use, for example as 
follows:

• insecticides;
• fungicides and nematocides;
• herbicides; and
• other pesticides (e.g. ascaricides, molluscicides and rodenticides).

Examples of fumigants include ethylene oxide, ethylene chlorohydrin, methyl 
bromide and sulfur dioxide.

2.4.1 Pesticide residues
Medicinal plant materials may contain pesticide residues, which accumulate as a 
result of agricultural practices, such as spraying, treatment of soils during cultivation 
and administration of fumigants during storage. It is therefore recommended that 
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every country producing medicinal plant materials should have at least one control 
laboratory capable of performing the determination of pesticides using a suitable 
method.

2.4.1.1 Classifi cation of pesticides
Different classifi cations of pesticides exist (28, 29). A classifi cation based on the 
chemical composition or structure of the pesticide is the most useful for analytical 
chemists, for example:

• chlorinated hydrocarbons and related pesticides: hexachlorocyclohexane (HCH) 
or benzene hexachloride (BHC), lindane, methoxychlor

• chlorinated phenoxyalkanoic acid herbicides: 2,4-D, 2,4,5-T
• organophosphorus pesticides: carbophenothion (carbofenotion), chlorpyrifos and 

methylchlorpyrifos, coumaphos (coumafos), demeton, dichlorvos, dimethoate, 
ethion, fenchlorphos (fenclofos), malathion, methyl parathion, parathion

• carbamate insecticides: carbaryl (carbaril)
• carbamoyl benzimidazoles: benomyl, carbendazim
• dithiocarbamate fungicides: ferbam, maneb, nabam, thiram, zineb, ziram
• amino acid herbicides: glyphosate
• inorganic pesticides: aluminium phosphide, calcium arsenate
• miscellaneous: bromopropylate, chloropicrin, ethylene dibromide, ethylene 

oxide, methyl bromide, sulfur dioxide
• pesticides of plant origin: tobacco leaf extract, pyrethrum fl ower, and pyrethrum 

extract; derris and Lonchocarpus root and rotenoids.

Only the chlorinated hydrocarbons and related pesticides (e.g. HCH) and a few 
organophosphorus pesticides (e.g. carbophenothion) have a long residual action. 
Although the use of many persistent pesticides has been widely discontinued, 
residues may still remain in the environment (e.g. DDT (see section 2.2.2)). Thus 
the recording of all pesticide usage in countries should be strongly encouraged 
so as to enable cost-effective quality control of medicinal plants and of their 
products.

Pesticides based upon copper as the active agent e.g. copper sulfate and mixtures of 
copper sulfate and hydrated lime were often used in the past and are still popular 
with farmers today. Such compounds are effective fungicides. Although copper 
is an essential nutrient for plants its levels must be controlled because if ingested 
at high levels, around 70 mg/day, it does have serious adverse effects on health. 
The likelihood of exposure to copper is also heightened by the fact that copper 
is strongly bioaccumulated in nature and therefore it is likely to persist in herbal 
materials, similarly to the heavy metals.

Most other pesticides have very short residual actions. Therefore it is suggested 
that, where the length of exposure to pesticides is unknown, the herbal materials 
should be tested for the presence of organically bound chlorine and phosphorus as 
a preliminary screening method (see also Annex 6, section 1), which can be useful 
in predicting where a pesticide might be used.
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2.4.2. Extraneous pesticide residues (see section 2.2.2)

2.5  Residual solvents

A range of organic solvents are used for manufacturing herbal medicines, and 
can be detected as residues of such processing in herbal preparations and fi nished 
herbal products. They should be controlled through GMP and quality control.

Solvents are classifi ed by ICH (CPMP/ICH 283/95), according to their potential 
risk, into:

• class 1 (solvents to be avoided such as benzene);
• class 2 (limited toxic potential such as methanol or hexane); and
• class 3 (low toxic potential such as ethanol).
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3. 植物薬の汚染物質および残留物に関する安全性評価の指針 

 
3.1 一般的なアプローチ‐適正実施基準の遵守 
高品質な植物薬の製造には GACP および GMP の遵守が不可欠である。耕作に始まり製

品の販売に終わる製造工程全体は、GACP と GMP の 2 つの適正実施基準を厳密に遵守

したものでなければならない。したがって、国内および国際市場に向けて高品質な製

品を製造するため、本ガイドラインの内容はGACP とGMP と共に読むべきである。 
 
3.2 異物 
薬用植物および原料生薬中の異物は、国、地域の薬局方および国際薬局方で設定され

た限界値を超えてはならない。異物としては他の種の植物のほか、動物の排泄物を含

め昆虫やその他の動物による汚染などがある。一般に、基準を満たした高品質な原料

生薬のサンプル以外のものはすべて異物とみなされる。純粋なサンプルはめったにな

く、何らかの異物が必ず存在するものである。しかし、有毒なものや危険なものなど、

有害な異物の混入は認めてはならない。したがって、GACP を遵守すれば、汚染を 低

限に抑えるうえで役立つはずである。 
 
顕微鏡検査後の手選別により、植物全体および切断した植物からの大きな異物の除去

がしばしば行われる。 終製品についても異物の検査を行う必要がある。 
 
3.3 汚染物質 

3.3.1 ヒ素および有毒金属 
原料生薬における有毒な金属および非金属の 大量は、暫定的耐容摂取量（PTI）に基

づいて設定できる。この値は地域ベースまたは国ベースで確立すべきである。例は原

文 p50、Annex 3、Section A.4.（付属書 3、セクションA.4）に示している。 
 
一般に、植物性医薬品の使用が、ヒトの重金属汚染への曝露に大きく影響するとは予

測されない。しかし、植物薬の重金属含有量が食品由来による負荷を増大させるので、

重金属汚染を 低限に抑えることが推奨される点には理解が必要である。 
 
一般に、世界貿易の促進など多くのベネフィットが見込まれるため、有毒金属の限界

値および基準の調和を図ることが望ましい。 
 
3.3.2 残留性有機汚染物質 
POPs は水に溶けにくく環境中に残留する安定な何百もの化学物質からなる。分解に抵

抗性を持つためしばしば世界中に運ばれ、摂取したヒトおよび野生生物に害を及ぼす
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可能性がある。一部のものは今なお多くの国で生産され使用されているため、短期間

には環境からなくなることはないと考えられる。 
 
国際的には、Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants（残留性有機汚染物質

に関するストックホルム条約）を通して POPs の生産と排出を管理し、POPs の代わり

として、もっと問題の少ない農薬を使う取り組みが、現在行われている。 
 
3.3.3 放射性汚染物質 
放射線曝露量は放射線核種の摂取量によって決まり、その重大性は摂取した個人の年

齢、代謝反応速度、体重（線量変換係数ともいう）によって決まる。 
 
汚染レベルは製造工程中に低下する可能性がある。したがって放射性汚染の限界値は

本ガイドラインには提示しておらず、懸念がある場合には国および地域の基準に従い、

ケースバイケースで原料生薬の試験を行うべきである。そのようなプロセスで限界値

に関する国内規制をリスク評価ではなくリスク管理に基づき設定することも可能であ

ろう。P

８ 

P

８．
POffice for Official Publications of the European Communities, Council Regulation (EEC).  No 737/90 of 22 

March 1990 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following 

the accident at the Chernobyl nuclear power-station. 

 

3.3.4 微生物毒素 
適切なバリデーションを行った高感度の試験法を用い、マイコトキシン、および必要

な場合にはエンドトキシンの試験を行うべきである。マイコトキシン、エンドトキシ

ンの量は国または地域の基準で設定された限界値を下回っていなければならない。マ

イコトキシンの分析を行う場合は、国内医薬品管理試験機関向けの WHO の適正実施基

準（30）など、適正実施のガイドラインに従い、特に注意を払うことが推奨される。 
 
3.3.5 微生物学的汚染物質 
3.3.5.1 細菌類 
内服用の植物薬中には、いかなる段階においてもサルモネラ菌および赤痢菌が存在し

てはならない。その他の微生物の検査を行い、国、地域の薬局方または国際薬局方で

設定された限界値に準じている必要がある。 
 
試験の要件は薬局方によって異なり、特定の原料生薬および植物性医薬品に対して適

切な選択をする際にはそれらを参照すべきである。 
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3.4 残留物 
3.4.1 残留農薬 
残留農薬の限界値は、食品および動物飼料に対してすでに確立された、JMPR の提言に

準じて確立すべきである（26）。この提言には特定の残留農薬の評価における ADI お

よび分析法が記載されている。しかし現在、薬用植物の分野におけるこうした MRL の

設定の標準手順はないので、モデルを作成するために、おそらく食品において用いら

れる方法を使用できると思われる。このアプローチは、植物学的に同一の薬用植物が

食品に用いられているような場合に適用される。 
 
歴史的に MRL は、各種食品に対する農薬の使用および農薬と食品の組み合わせに関す

るコントロールされた試験（supervised trial）と GAP（21）の確立に基づき、FAO と

WHO が設定してきた。リスト中の食品（原料植物名と、食品として用いられる部位）

が当該の薬用植物の部位と植物学的に同一で、特定の農薬の MRL が確立されている場

合には、それらの MRL を、特定の未加工の原料生薬に関する MRL とみなしうる。こ

の場合、問題となっている原料生薬の MRL は、植物原料の乾燥を考慮した適切な式を

確立することにより、さらに精緻化が可能と考えられる。 
 
コーデックス委員会は、表 4（セクション 4.5 参照）に示すように、香辛料に対して認

められた農薬とそのMRLのリストを採択した（31）。P

９ 

P

９．
Phttp://www.codexalimentarius.net/download/report/644/a128_41e.pdf 

 
問題となっている薬用植物と植物自体は同一だが、該当する部位が食品のリスト中の

ものと異なる場合、または食品リストの植物と同一ではない場合には、以下に述べる

ものと同様のアプローチで、原料生薬のMRL の精緻化を試みることができるだろう。 
 
3.4.1.1 原料生薬における農薬の 大残留限界値 
植物薬中の残留農薬の毒性学的評価は、患者が摂取すると思われる原料の量に基づい

て行うべきである。完全なリスク評価がない状況では、現実的な理由により、一般に

原料生薬からの残留農薬の摂取量は、食品および飲用水を含む全摂取源からの量の 1％
未満となることを推奨する（2）。残留農薬のレベルは製造工程において変化する可能

性があるため、 終の剤型において摂取される実際の残留量を特定することが不可欠

である。 
 
植物薬は慢性疾患の治療や予防的な理由で用いられることがあるため、FAO の MRL 決

定のアプローチに準じることが推奨される。 
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3.4.1.2 残留許容値 
ARL（原料生薬 1 kg 当たりの農薬量［mg］）は、FAO および WHO が推奨するように、

ヒトにおける当該農薬の 大 ADI および原料生薬の平均一日摂取量（MDI）に基づき

計算できる。 
 
原料生薬の残留限界値の国内基準を確立している国や地域もある。そのような基準が

ない場合には、他の薬局方や刊行された文書など、それ以外の基準を参照できる。

ARL を用いたリスク評価の適切性は今後さらに検討・研究する必要がある。例は原文

p74、Annex 6、Section 4.（付属書 6、セクション 4）に挙げている。そのような基準が

ない場合には、FAO と WHO が決定した一日摂取許容量に基づき、以下の式を用いる

とよい。 
ADI×E×60

ARL＝
MDI×100

ここで、 
ADI ＝農薬の 大一日摂取許容量（体重 1 kg 当たりの量［mg］） 

E ＝抽出因子。実験により定められる。原料生薬から製剤への農薬の移行率を決定する。 

MDI ＝原料生薬 1 kg 当たりの平均一日摂取量。 

60 ：この数値は、成人の平均体重 60 kg を表す。特定の患者集団や国民に対して、調整が必要な 

  場合もある。 

100 ：この数値は、原料生薬由来の残留農薬量は摂取した総残留農薬量の 1％未満以下でなければ 

 ならないという基準を反映する摂取係数である。 

  
3.4.2 外部要因による残留農薬 
残留農薬に関するコーデックス委員会によると、一部の香辛料でDDTおよびBHCの残

留が確認されている。それらの化合物については、その他の食品の農薬について確立

する場合と同様に、MRLではなくEMRLを確立することが推奨される。P

１０ 

 
3.4.3 残留溶媒 
“Permitted daily exposure”（PDE）という用語は、同じ物質のADI値が異なることで混

乱が生じるのを避けるために、残留溶媒の薬学的に許容される摂取量として定義され

ている（22）。P

１１ 

P

１０．
PCodex Alimentarius Commission, Food and Agriculture Organization of the United Nations and Whorld 

Health Organization CLPR 03/15 

１１．http://www.ich.org/cache/compo/363-272-1.html#Q3C 
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3. Guiding principles for assessing 

safety of herbal medicines 

with reference to contaminants 

and residues

3.1 General approach – compliance with good practice guidelines

Compliance with GACP and GMP is crucial for the production of good quality 
herbal medicines. The entire production process, starting from cultivation and 
ending with the sale of the products, must adhere rigorously to these two sets of 
practices. The contents of these guidelines should therefore be read in conjunction 
with GACP and GMP in an effort to produce quality products for the local and 
international markets.

3.2 Foreign matter

Foreign matter found in a sample of herbs and herbal materials should not exceed 
limits set in national, regional or international pharmacopoeias. Foreign matter 
includes insects and other animal contamination including animal excreta, as 
well as other species of plants. In general, any substance other than the acceptable 
sample of good quality medicinal plant material is regarded as foreign matter. A 
pure sample is seldom found and there is always some foreign matter present. 
However no poisonous, dangerous or otherwise harmful foreign matter should 
be allowed. Thus following the GACP should help to ensure that contamination is 
kept to a minimum.

Removal of larger pieces of foreign matter from whole and cut plants is often done 
by hand-sorting after macroscopic examination. Finished products should also be 
examined for foreign materials.

3.3 Contaminants

3.3.1  Arsenic and toxic metals

The maximum amounts of toxic metals and non-metals in medicinal plant materials 
can be given based on the provisional tolerable intake (PTI) values. These values 
should be established on a regional or national basis. Examples are given in 
Annex 3 under Section A.4.

The use of herbal medicinal products is not generally expected to contribute 
signifi cantly to the exposure of the population to heavy metal contaminants. 
However, it should be understood that the heavy metal content of herbal medicines 
adds to the burden originating from food so it is recommended that heavy metal 
contamination is minimized.
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In general it would be desirable to harmonize limits for toxic metals and standards, 
as this would have many benefi ts including the facilitation of global trade.

3.3.2 Persistent organic pollutants
POPs comprise hundreds of chemicals that are not soluble in water and are persistent 
or stable in the environment. They are often transported globally because of their 
resistance to breakdown and they have the potential to cause harm to humans and 
wildlife that ingest them. They will not disappear from our environments in the 
short term because some are still being produced and used in many countries.

Internationally, through the Stockholm Convention on Persistent Organic 
Pollutants, efforts are being made to control their production and emission, and to 
substitute them with other less problematic pesticides.

3.3.3 Radioactive contaminants
The amount of exposure to radiation depends on the intake of radionuclides and its 
signifi cance depends in turn on other variables such as the age, metabolic kinetics 
and weight of the individual who ingests them (also known as the dose conversion 
factor).

The level of contamination might be reduced during the manufacturing process. 
Therefore, no limits for radioactive contamination are proposed in these guidelines 
and herbal materials should be tested on a case-by-case basis according to 
national and regional standards if there are concerns. In such a process, national 
regulation on the limits could be set based on risk management, but no risk 
assessment.1

3.3.4 Microbial toxins
Mycotoxins and, when appropriate, endotoxins should be tested for using an 
appropriately validated and sensitive method, and amounts should be below the 
limits set in national or regional standards. It is recommended that in performing 
analyses for mycotoxins particular care should be taken, in line with good practice 
guidelines such as WHO good practices for national pharmaceutical control 
laboratories (30).

3.3.5 Microbiological contaminants

3.3.5.1 Bacteria
Salmonella and Shigella species must not be present in herbal medicines intended for 
internal use, at any stage. Other microorganisms should be tested for and should 
comply with limits set out in regional, national or international pharmacopoeias.

Different pharmacopoeias have different testing requirements and these should be 
consulted when making the appropriate choice for the selected herbal materials 
and herbal product.

1 Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, Council Regulation (EEC). 
No. 737/90 of 22 March 1990 on the conditions governing import of agricultural products originating 
in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station.
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3.4 Residues

3.4.1 Pesticide residues
Limits for pesticide residues should be established following the recommendations 
of the JMPR which have already been established for food and animal feed (26).
These recommendations include an ADI and the analytical methodology for the 
assessment of specifi c pesticide residues. Currently however there are no standard 
procedures for assignment of these MRLs in the medicinal plant area and thus the 
methods used for foods could probably be used for the preparation of a model. 
This approach would apply in the case where a botanically identical medicinal 
plant is used as food.

Historically the FAO and WHO have established MRLs, based on supervised 
trials and establishment of GAP (21) for the use of pesticides for a variety of food 
commodities and combinations of pesticides and food commodities. If the listed 
food commodity (name of the original plant and the part of it used as food) is 
botanically identical to the medicinal plant part concerned and has an established 
MRL for a specifi c pesticide, the relevant MRL could be regarded as the MRL for the 
specifi c raw medicinal plant material. In this case, the MRL for the medicinal plant 
material in question could be further elaborated by establishing an appropriate 
formula to factor in drying of the plant material.

The Codex Alimentarius Commission has adopted a list of approved pesticides for 
spices and their MRLs as shown in Table 4 (see section 4.5) (31).1

If the medicinal plant in question is identical to the plant, but the part concerned is 
different to that listed for the food commodity, or it is not identical to the plant on 
the food commodity list, elaboration of MRLs for medicinal plant materials could 
be attempted by similar approaches to those described below.

3.4.1.1 Maximum limit of pesticide residues for herbal materials
The toxicological evaluation of pesticide residues in herbal materials should be 
based on the likely intake of the material by patients. In the absence of a full risk 
assessment and for practical reasons, it is recommended that, in general, the intake 
of residues from herbal materials should account for no more than 1% of total intake 
from all sources, including food and drinking-water (2). Since the level of pesticide 
residues may change during the production process, it is vital to determine the 
actual quantity of residues consumed in the fi nal dosage form.

Because herbal medicines may be used for treatment of chronic diseases or for 
prophylactic reasons, it is suggested that the approach of the FAO in determining 
MRLs should be followed.

3.4.1.2 Acceptable residue level
An ARL (in mg of pesticide per kg of medicinal plant material) can be calculated on 
the basis of the maximum ADI of the pesticide for humans, as, recommended by 
FAO and WHO, and the mean daily intake (MDI) of the medicinal plant material.

Guiding principles for assessing safety of herbal medicines with reference to contaminants and residues
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Some countries and/or regions have established national requirements for residue 
limits in medicinal plant materials. If no such requirements exist, other references 
can be consulted, such as other pharmacopoeias or published documents. The 
appropriateness of risk assessment using the ARL needs further investigation and 
research. Examples are given in Annex 6 under Section 4. Where such requirements 
do not exist, the following formula that is based on the acceptable daily intake 
(ADI) determined by FAO and WHO, may be used:

ARL = ADI × E × 60
MDI × 100

where: 
ADI = maximum acceptable daily intake of pesticide (mg/kg of body weight)
E = extraction factor, determined experimentally, which determines the 

transfer rate of the pesticide from the medicinal plant material into the 
dosage form

MDI = mean daily intake in kilograms of medicinal plant material
60: this number represents a mean adult body weight of 60 kg; it may need 

to be adjusted for certain patient groups, nationalities, etc.
100: this number is a consumption factor of 100 refl ecting the requirement 

that no more than 1% of the total pesticide residue consumed should be 
derived from medicinal plant material.

3.4.2 Extraneous pesticide residues
According to the Codex Commission Committee on Pesticide Residues, residues 
of DDT and BHC have been found in some spices. It is suggested that for these 
compounds, EMRLs be established instead of MRLs in the same manner as for 
other pesticides for food commodities.1

3.4.3 Residual solvents
The term “permitted daily exposure” (PDE) is proposed as defi ning a 
pharmaceutically acceptable intake of residual solvents to avoid confusion resulting 
from differing values for ADIs of the same substance (22).2

1 Codex Alimentarius Commission, Food and Agriculture Organization of the United Nations and 
World Health Organization CLPR 03/15.

2 http://www.ich.org/cache/compo/363-272-1.html#Q3C
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4. 推奨される分析法 

 
ここに述べる試験法は、主に原料生薬について、植物薬中の特定の汚染物質および残

留物の検出に適した方法の例として提示している。エキス、 終製品など植物薬の異

なる製品や段階に該当する試験法がある場合は、その試験法についても述べている。

試験法に加えて、該当する場合は、汚染物質および残留物の一般的な限界値に関する

各国における実例をいくつか挙げている。限界値および方法論のいずれも、各国およ

び地域の基準を確立するための根拠として検討すべきである。汚染物質および残留物

の限界値については、あまりにも多様で合意が欠けているため、現在、WHO が推奨値

を出すことはできない。また、存在する可能性のある不純物すべてを検出することは

できないが、不純物が生じることが分かっている場合には、バリデーション済みの方

法を開発する必要がある。 
 
試験法はケースバイケースで特定の段階においてのみ、必要に応じて用いるべきであ

る。 
 
植物薬の分析はここで検討したり推奨したりしている方法のみではなく、別の方法も

ある。容量分析などの分析法の詳細は国際薬局方に記載されている（4, 5）。 
 
試験法の選択を検討する際は、検出レベルおよび試験に用いる植物製品マトリックス

のサンプル（例：油分を含有する種子、 終製品）を勘案しなければならず、必要な

らば試験法を修正する。測定方法は関連するマトリックスに対してバリデーションを

行うべきである。 
 
本文書の付属書（Annex）では特定の試験法が詳述されているが、必ずしもそれらが

新あるいは 先端というわけではない。そうした試験法はオプションとガイダンスを

提供するものではあるが、各国が利用できる技術とリソース（人的、金銭的リソース

など）により、左右されるだろう。 
 
ある国の特定の地区で植物性医薬品に必要な分析を実施できないような制約がある場

合には、少なくとも他の国または地域の公的試験機関を利用できることが望ましい。 
 
すべての分析について試験法を選択する際には、各国の医薬品管理試験機関の適正実

施のガイダンス（品質保証対策など）に従うべきである。選択した試験法に対しては、

適正実施基準に従って正しくバリデーションを行うべきである。 
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付属書（Annex）には以下の内容が記載されている。 
 
・ 付属書 3 ヒ素および有毒金属の測定 （原文 p47） 
・ 付属書 4 アフラトキシンの測定  （原文 
・ 付属書 5 微生物の測定 
・ 付属書 6 残留農薬の測定 
・ 付属書 7 培地および菌株の一覧 
・ 付属書 8 試薬と溶液の一覧 

 
4.1 ヒ素および有毒金属の測定（付属書 3；原文 p47） 
一般に、定量試験および限度試験は、不純物および汚染物質としての有毒金属の濃度

を正確に測定する。有毒金属は試験対象のサンプル（植物薬および植物性医薬品）中

に避けがたく存在する。加盟国は定量試験か限度試験かのいずれかを選択することが

できるが、その選択はサンプルおよび汚染物質または残留物の性質に影響され、ケー

スバイケースで評価される。他のファクターとして、重金属の管理に用いる方法とし

ては妥当性があり、また地域レベルでの要件を満たすものを特定し、選択する必要が

ある。 
 
さまざまな種類の植物性医薬品中のヒ素および有毒金属の、国内限界値として提案さ

れた値の例を表 2 に示す。国の数値は国の保健当局が提供した情報に基づいている。 
 
 

表 2．植物薬および植物性医薬品中のヒ素および有毒金属の国内限界値の例 
 ヒ素

（As） 
鉛（Pb） カドミウ

ム（Cd）
クロム

（Cr） 
水銀

（Hg） 
銅（Cu） 鉛換算の有

毒金属総量 

植物薬 

原料生薬 5 ppm 10 ppm 0.3 ppm 2 ppm 0.2 ppm   カナダ 

終製品 0.01 mg/日 0.02 mg/日 0.006 mg/日 0.02 mg/日 0.02 mg/日   

中国 原料生薬 2 ppm 10 ppm 1 ppm  0.5 ppm  20 ppm 

ﾏﾚｰｼｱ 終製品 5 mg/kg 10 mg/kg   0.5 mg/kg   

韓国 原料生薬       30 ppm 

シンガポール 終製品 5 ppm 20 ppm   0.5 ppm 150 ppm  

タイ 原料生薬、

終製品 4 ppm 10 ppm 0.3 ppm     

WHO 推奨レベル  10 mg/kg 0.3 mg/kg     
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 ヒ素

（As） 
鉛（Pb） カドミウ

ム（Cd）
クロム

（Cr） 
水銀

（Hg） 
銅（Cu） 鉛換算の有

毒金属総量 

植物性医薬品以外 

国立衛生財団の試案 
(栄養補助食品の原料) a 5 ppm 10 ppm 0.3 ppm 2 ppm  

  

国立衛生財団の試案 
(栄養補助食品の 終製品) a 0.01 mg/日 0.02 mg/日 0.006 mg/日 0.02 mg/日 0.02 mg/日  

 

a 栄養補助食品‐詳細は参考文献（32）を参照。 

 
金属は自然界に幅広く分布し、土壌および水の中に自由に生じ、多くの場合、特定の

農薬の成分である（セクション 4.5 も参照）。 
 
一般に金属の分析においては、可能ならば必ず 良かつ 新の方法を用いるべきであ

る。ただし、植物製品の出発マトリックスの完全性をバリデーションする必要性を含

め、すべての方法が完全にバリデーションされているようにすることが不可欠である。

この責務は政府にも、販売承認申請の一部としてそのような試験法を国の規制当局へ

提出する企業 / 申請者にも当てはまる。 
 
限度試験は、塩化物、硫黄、ヒ素、重金属などの物質の試験が一般的な医薬品の分野

では幅広く応用されている。したがって、植物薬および植物性医薬品の試験において

非常に有用であろう。また、限度試験は多くの場合、有毒金属の実際の量を高精度で

測定できる、真の限度試験として機能するように修正することもできる。 
 
薬用植物の種属やその成長、さらには栽培法や植物薬の製造工程に関する知識に基づ

いて、有毒金属の試験や許容基準値を定める必要性を開発の様々な段階で検討すべき

である。限度試験か特異的定量試験かの選択は、各々の物質（例：出発物質）に求め

られる管理のレベルに依存し、管理手順を選択した正当性を示す必要があることを考

慮すべきである。 
 
一般に、原料生薬中の重金属の含量が不明ならば、いくつかのバッチ（望ましくは数

年にわたって収穫したもの）の定性的測定および定量的測定を実施するとよいだろう。

このデータは、適切な限度試験でチェックすべき許容限界値の確立に用いられる。 
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4.2 放射性汚染の測定 
4.2.1 測定法 
重大な原子力事故が発生した場合、空中の放射性物質で環境が汚染されている可能性

がある。これらは薬用植物の葉に沈着するかもしれない。これらの活性濃度と放射性

汚染の種類は、ほとんどの WHO 加盟国の放射線モニタリング研究機関において確認で

きる。薬用植物中の放射性同位体の活性濃度は、適格な国立の放射線衛生研究機関に

よって、コーデックス委員会、国際原子力機関（IAEA）、FAO、WHO などの国際機

関による提言を考慮して評価されるべきである。 
  
偶発的な放出による放射性核種の種類は関連施設によって異なるため、一般化された

測定法はまだない。しかし、そのような汚染が懸念される場合は、その疑いのあるサ

ンプルを適格な試験機関で分析しなければならない。試験技術の詳細は IAEA から得ら

れる。１２ 
１２．International Atomic Energy Agency (IAEA), Analytical Quality Control Services, Laboratory Seibersdorf, 

PO Box 100, Vienna, Austria. 
 
4.3 アフラトキシンの測定（付属書 4；原文 p55） 
アフラトキシンの測定は、適切な清掃手順を用いたあとに行うべきであり、こうした

危険な有毒物質に曝露されたり、作業環境または一般環境を曝露させたりすることが

ないように細心の注意をはらうべきである。したがって、加盟国は、各国の医薬品管

理試験機関の適正実施基準および GMP に適合させるべきである。試験する必要がある

のは、過去にアフラトキシン汚染が起こった製品のみである。 
 
ナッツやトウモロコシなど一部の食料品について報告されているように、特にアフラ

トキシンのサンプル採取には、アフラトキシン汚染の拡散のしかたに起因する特有の

問題がある。（たとえばサンプル選択およびサンプルサイズなどの観点から）サンプ

ル採取の際や、分析を行う際にはこの点を考慮する必要があると考えられる（33, 34）。 
 
アフラトキシンの試験は、植物由来原料中の高毒性の汚染物質であるアフラトキシン

BB1B、BB2B、GB1B、GB2Bが存在する可能性を検出するようにデザインされている。 
 
各種植物性医薬品中のアフラトキシンについて、各国で提案されている限界値を枠 1
にいくつか例示する。数値は、各国の保健当局が提供した情報に基づいている。 
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枠 1.  原料生薬、調製品、製品 
アルゼンチン a 

測定法：モノクローナル抗体免疫親和性カラムを用いたHPLC に基づく方法。 
 ハーブティー浸出液に用いる薬用植物、薬用植物原料、中間製品について 
アフラトキシンB1＋B2＋G1＋G2 が 20 μ/kg であること。ただし、アフラ

トキシンB1 は 20 μ/kg であること。 
 内服用または局所用の 終製品について 

1 g 中に存在しないこと。 
 
ドイツ b 

 医薬品（植物性医薬品を含む）の製造に用いられる原料すべてについて 
アフラトキシンB1 が 2 μ/kg c であること。または、アフラトキシンB1、
B2、G1、G2 の合計が 4 μ/kg c であること。 
（アフラトキシン含有レベルの測定は、原料中に不均一に分布している可

能性を勘案したサンプル採取法に基づいて行わなければならない。） 
 

a Farmacopea Argentina, Vol. 1, 7th ed. Buenos Aires, Ministry of Health, 2003. 
b Verordnung uber das Verbot der Verwendung von mit Aflatoxinen kontaminierten Stoffen bei der 

Herstellung von Arzneimitteln (Aflatoxin Verbots V) Vom 19 Juli 2000. Bundesgesetzblatt, Teil I 
Nr. 33. Bonn, 25 Juli 2000. 

c 乾燥重量の 88％以上について算出。 

 
4.4 微生物学的汚染物質の測定（付属書 5；原文 p59） 

4.4.1 原料生薬、調製品、 終製品中の微生物汚染の限界値 
原料生薬および植物薬自体の用途に応じて異なる限界値が設定されている。いくつか

の例を以下に挙げる。 
 
4.4.1.1 加工処理が予定されている未加工の薬用植物および原料生薬 
加工処理（物理的または化学的処理による追加の除染を含む）が予定されている未加

工の薬用植物および原料生薬の汚染については、国際諮問グループが確立した暫定ガ

イドラインを元にした限界値が、許容可能な衛生条件下で収穫された未加工の原料生

薬に対して設定される： 
 
・ 大腸菌           大 104/g 
・ カビの栄養繁殖体 大 105/g 
・ 赤痢菌           1 g または 1 mL 中に存在しないこと 
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4.4.1.2 前処理済みの原料生薬 
前処理済み（例：ハーブティー、浸出液の場合のような熱湯による処理）のその他の

原料生薬、または局所に投与する剤型で用いるその他の原料生薬の場合の限界値： 
 
・ 好気性細菌         大 107/g 
・ 酵母およびカビ     大 104/g 
・ 大腸菌             大 102/g 
・ その他の腸内細菌   大 104/g 
・ クロストリジウム菌 1 g 中に存在しないこと 
・ サルモネラ菌       1 g 中に存在しないこと 
・ 赤痢菌             1 g 中に存在しないこと 
 
4.4.1.3 内服用のその他の原料生薬 
内服用のその他の原料生薬の限界値： 
 
・ 好気性細菌         大 105/g 
・ 酵母およびカビ     大 103/g 
・ 大腸菌             大 10/g 
・ その他の腸内細菌   大 103/g 
・ クロストリジウム菌 1 g 中に存在しないこと 
・ サルモネラ菌       1 g 中に存在しないこと 
・ 赤痢菌             1 g 中に存在しないこと 
 
4.4.1.4 使用前に熱湯を加える植物薬 
使用前に熱湯を加える植物薬の限界値： 
 
・ 好気性細菌         大 107/g 
・ 酵母およびカビ     大 104/g 
・ 大腸菌             大 10/g 
・ その他の腸内細菌   大 103/g 
・ クロストリジウム菌 1 g 中に存在しないこと 
・ サルモネラ菌       1 g 中に存在しないこと 
・ 赤痢菌             1 g 中に存在しないこと 
 
4.4.1.5 その他の植物薬 
その他の植物薬の限界値： 
 
・ 好気性細菌         大 105/g 
・ 酵母およびカビ     大 103/g 
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・ 大腸菌             1 g 中に存在しないこと 
・ その他の腸内細菌   大 103/g 
・ クロストリジウム菌 1 g 中に存在しないこと 
・ サルモネラ菌       1 g 中に存在しないこと 
・ 赤痢菌             1 g 中に存在しないこと 

 
4.5 残留農薬の測定（付属書 6；原文 p69） 
各種残留農薬について設定された国および地域の限界値の例を表 3 に示す。参考とし

てコーデックス委員会が採択した、香辛料への使用が認められた農薬とその MRL の一

覧を表 4 に示す。 
 
 表 3. 各種残留農薬の国内限界値の例 

限界値 物質 

EPa 

(mg/kg) 
日本 b 
(ppm) 

USPcおよび
FAc  (mg/kg)

アセフェート 0.1   

アラクロール 0.05  0.02 

アルドリンおよびディルドリン（合計） 0.05  0.05 

アジンホス-メチル 1  1.0 

臭素 50   

ブロモホス-エチル 0.05   

ブロモホス-メチル 0.05   

ブロモプロピレート 3  3.0 

クロルデン（cis 型、trans 型、オキシクロルデンの合計） 0.05  0.05 

クロルフェンビンホス 0.5  0.5 

クロルピリホス   0.2 

クロルピリホス（エチル） 0.2   

クロルピリホス-メチル 0.1  0.1 

クロルタール-ジメチル 0.01   

シフルトリン（合計） 0.1   

ラムダ-シハロトリン 1   

シペルメトリン（および異性体） 1  1.0 

DDT（o,p’-DDE、p,p’-DDE、o,p’-DDT、p,p’-DDT、 
o,p’- TDE、p,p’-TDE の合計） 1.0   

DDT（p,p’-DDT、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDE の合計）  0.2  

DDT（p,p’-DDT、o,p’-DDT、p,p’-DDE、p,p’-TDE の合計）   1.0 

デルタメトリン 0.5   
ダイアジノン 0.5  0.5 
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限界値 物質 

EPa 

(mg/kg) 
日本 b 
(ppm) 

USPcおよび
FAc  (mg/kg)

ジクロフルアニド 0.1   
ジクロルボス 1  1.0 
ジコホール 0.5   
ジメトエートおよびオメトエート（合計） 0.1   
ジチオカルバメート（CSB2Bとして） 2  2.0 
エンドスルファン 
（異性体と硫酸エンドスルファンの合計） 3  3.0 

エンドリン 0.05  0.05 
エチオン 2  2.0 
フェンクロルホス 
（フェンクロルホスとフェンクロルホス-オキソンの合計） 0.1   

フェニトロチオン 0.5  0.5 
フェンプロパトリン 0.03   
フェンスルホチオン  
（フェンスルホチオン、フェンスルホチオン-オキソン、 
フェンスルホチオン-オキソンスルホン、フェンスルホチ
オン-スルホンの合計） 

0.05   

フェンバレレート 1.5  1.5 
フルシトリネート 0.05   
τ-フルバリネート 0.05   
ホノホス 0.05  0.05 
ヘプタクロル 
（ヘプタクロル、cis 型ヘプタクロルエポキシド、trans 型 
ヘプタクロルエポキシドの合計） 

0.05   

ヘプタクロル 
 （ヘプタクロルとヘプタクロルエポキシドの合計）   0.05 

ヘキサクロロベンゼン 0.1  0.1 
ヘキサクロロシクロヘキサン 
（異性体、α-, β-, γ-, ε-ヘキサクロロシクロヘキサンの 
合計） 

0.3   

ヘキサクロロシクロヘキサン異性体（α, β, γ, δの合計）  0.2  
ヘキサクロロシクロヘキサン異性体（γ以外）   0.3 
リンデン（γ-ヘキサクロロシクロヘキサン） 0.6  0.6 
マラチオン   1.0 
マラチオンおよびマラオキソン（合計） 1   
メカルバム 0.05   
メタクリホス 0.05   
メタミドホス 0.05   
メチダチオン 0.2  0.2 
メトキシクロール 0.05   
マイレックス 0.01   
モノクロトホス 0.1   
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限界値 物質 

EPa 

(mg/kg) 
日本 b 
(ppm) 

USPcおよび
FAc  (mg/kg)

パラチオン   0.5 
パラチオン-エチルおよびパラオキソン-エチル（合計） 0.5   
パラチオン-メチル   0.2 
パラチオン-メチルおよびパラオキソン-メチル（合計） 0.2   
ペンディメタリン 0.1   
ペンタクロロアニソール 0.01   
ペルメトリン（および異性体）（合計） 1   
ペルメトリン   1.0 
ホサロン 0.1  0.1 
ホスメット 0.05   

ピペロニルブトキシド 3  3.0 
ピリミホス-エチル 0.05   
ピリミホス-メチル 
（ピリミホス-メチルとN-デセチル-ピリミホス-メチルの 
合計） 

4   

ピリミホス-メチル   4.0 
プロシミドン 0.1   
プロフェノホス 0.1   
プロチオホス 0.05   
ピレトリン 
（cinetrin I、cinetrin II、jasmolin I、jasmolin II、ピレトリン 

I、ピレトリン II の合計） 

3   

ピレトリン（合計）   3.0 
キナルホス 0.05   
キントゼン 
（キントゼン、ペンタクロロアニリン、メチルペンタクロ
ロフェニルスルフィドの合計） 

1  1.0 

s-421 0.02   
テクナゼン 0.05   
テトラジホン 0.3   
ビンクロゾリン 0.4   

EP：欧州薬局方 FA：アルゼンチン薬局方 USP：米国薬局方 
a 該当する各条に特段の指示がない限り、欧州薬局方 5 版に記載された原料生薬に該当。参考：

PHARMEUROPA volume 18, No. 4, October 2006. 
b 現在、第 14 改正日本薬局方に記載された原料生薬 5 種のみに該当（ニンジン、ニンジン末、コウ

ジン、センナ、センナ末）。 
c 米国薬局方 28 版およびアルゼンチン薬局方Vol. 1 の数値。 
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表 4. 香辛料 aへの使用が認可された農薬とその 大残留限界値（MRL）の一覧 b  

農薬（CCPR 番号） 香辛料のグループまたはサブグループ MRL（mg/kg） 

アセフェート（095） グループ 028c全体 0.2 (*) 

アジンホス-メチル（002） グループ 028c全体 0.5 (*) 

種子 5 

果実または液果 1 

クロルピリホス（017） 

根または根茎 1 

種子 1 

果実 0.3 

クロルピリホス-メチル（090） 

根または根茎 5 

果実または液果 0.1 シペルメトリン（118） 

根または根茎 0.2 

種子 5 

果実 0.1 (*) 

ダイアジノン（22） 

根または根茎 0.5 

ジクロルボス（025） グループ 028c全体 0.1 (*) 

種子 0.05 (*) 

果実または液果 0.1 

ジコホール（026） 

根または根茎 0.1 

ジメトエート（027） 種子 5 

果実または液果 0.5  

根または根茎 0.1 (*) 

ジスルホトン（074） グループ 028c全体 0.05 (*) 

種子 1 

果実または液果 5 

エンドスルファン（032）（合
計） 

根または根茎 0.5 

種子 3 

果実または液果 5 

エチオン（034） 

根または根茎 0.3 

種子 7 

果実または液果 1 

フェニトロチオン（037） 

根または根茎 0.1 (*) 

種子 0.05 (*) イプロジオン（111） 

根または根茎 0.1 (*) 
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農薬（CCPR 番号） 香辛料のグループまたはサブグループ MRL（mg/kg） 

種子 2 

果実または液果 1 

マラチオン（049） 

根または根茎 0.5 

メタラキシル（138） 種子 5 

メタミドホス（100） グループ 028c全体 0.1 (*) 

種子 0.1 (*) 

果実または液果 0.2 

パラチオン（058） 

根または根茎 0.2 

種子 5 

果実または液果 5 

パラチオン-メチル（059） 

根または根茎 3 

ペルメトリン（120） グループ 028c全体 0.05 (*) 

フェントエート（128） 種子 7 

種子のサブグループ 0.5 

果実または液果 0.1 (*) 

ホレート（112） 

根または根茎 0.1 (*) 

種子 2 

果実 2 

ホサロン（060） 

根または根茎 3 

ピリミカルブ（101） 種子 5 

種子のサブグループ 3 ピリミホス-メチル（086） 

果実のサブグループ 0.5 

種子のサブグループ 0.1 

果実または液果 0.02 

キントゼン（064） 

根または根茎 2 

ビンクロゾリン（159） 香辛料のグループ c全体 0.05 (*) 
 (*) 定量限界または定量限界付近 
a 残留の定義は、ここに挙げた農薬に対して他の植物製品について推奨されているものと同じであ

る（http://www.codexalimentarius.net/mrls/pestdes/pest_ref/MRLs_Spices_e.pdf）。 
b Report of Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission, 28th session, 

July, 2005（http://www.codexalimentarius.net/download/report/644/a128_41e.pdf）。 
c 第 36 回コーデックス残留農薬部会（CCPR）で修正したA28 のグループ。 
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4. Recommended analytical methods

The test methods described here are presented as examples of suitable methods for 
the detection of selected contaminants and residues in herbal medicines, mainly 
for herbal materials. Where available, test methods applicable to different products 
and stages of herbal medicines, such as extracts and fi nished herbal products, 
are also described. In addition to the test methods, some examples of national 
experience regarding general limits for contaminants and residues are included, 
where applicable. Both should be considered as the basis for establishing national 
and regional requirements for limits and methodologies. WHO is currently not 
able to recommend limits for contaminants and residues because they are too 
diverse and there is a lack of consensus. Also the test procedures cannot take into 
account all possible impurities, but where impurities are known to occur, validated 
methods should be developed.

The test methods should be used where appropriate, only at certain stages, and on 
a case-by-case basis.

The analysis of herbal medicines is not restricted to those methods discussed or 
recommended here and other techniques are also available. Details of analytical 
methods, such as volumetric analysis, are described in international pharmacopoeias 
(4, 5).

When considering the choice of method, the level of detection and the plant 
product matrix used for the testing, e.g. seeds containing oils or fi nished products, 
must be taken into account, and the method modifi ed if required. The method of 
determination should be validated for the relevant matrix.

Although selected methods are described in detail in the annexes to this document, 
they may not necessarily be the most modern or state-of-the-art methods. They 
do offer some options and guidance, but the available technology and resources, 
including human and fi nancial, may infl uence their use in particular countries.

In the event of limitations precluding the required analytical services for herbal 
products in a particular district(s) in a country, it is recommended that at least other 
national or regional offi cial laboratories be made available for such purposes.

The guidance of good practices for national pharmaceutical control laboratories, 
including quality assurance measures, should be followed when methods are 
chosen for all analyses. All methods chosen should be properly validated in 
accordance with these good practices (30).

The annexes cover the following:

• Annex 3 – determination of arsenic and toxic metals
• Annex 4 – determination of afl atoxins
• Annex 5 – determination of microorganisms
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• Annex 6 – determination of pesticide residues
• Annex 7 – list of culture media and strains
• Annex 8 – list of reagents and solutions.

4.1 Determination of arsenic and toxic metals (Annex 3)

In general, quantitative tests and limit tests accurately determine the concentrations 
of toxic metals in the form of impurities and contaminants. The latter are unavoidably 
present in the samples being tested i.e. herbal medicines and their herbal products. 
Member States can elect to use either quantitative tests or limit tests and their choices 
will be infl uenced by the nature of the sample and the contaminants or residues, 
assessed on a case-by-case basis. Another factor would be that the method(s) 
identifi ed, and chosen to be applied to control heavy metals, should be relevant 
and should meet the requirements at a regional and national level.

Some examples of proposed national limits for arsenic and toxic metals in various 
types of herbal products are shown in Table 2. Country fi gures are based on 
information provided by national health authorities.

Table 2. Examples of national limits for arsenic and toxic metals 
in herbal medicines and products

Arsenic
(As)

Lead
(Pb)

Cadmium
(Cd)

Chromium
(Cr)

Mercury
(Hg)

Copper
(Cu)

Total 
toxic
metals
as lead

For herbal medicines

Canada raw herbal 
materials

5 ppm 10 ppm 0.3 ppm 2 ppm 0.2 ppm

fi nished 
herbal
products

0.01 mg/
day

0.02 mg/
day

0.006 mg/
day

0.02mg/
day

0.02 mg/
day

China herbal 
materials

2 ppm 10 ppm 1 ppm 0.5 ppm 20 ppm

Malaysia fi nished 
herbal
products

5 mg/kg 10 mg/
kg

0.5 mg/kg

Republic
of Korea

herbal
materials

30 ppm

Singapore fi nished 
herbal
products

5 ppm 20 ppm 0.5 ppm 150 
ppm

Thailand herbal 
material,
fi nished 
herbal
products

4 ppm 10 ppm 0.3 ppm

WHO recommendations (2) 10 mg/kg 0.3 mg/kg
For other herbal products

National Sanitation 
Foundation draft proposal 
(Raw Dietary supplement)a

5 ppm 10 ppm 0.3 ppm 2 ppm

National Sanitation 
Foundation draft proposal 
(Finished Dietary 
Supplement)a

0.01 mg/
day

0.02 mg/
day

0.006 mg/
day

0.02 mg/
day

0.02 mg/
day

a Dietary supplement – for further information see ref. (32).
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The metals are widely distributed throughout nature and occur freely in soil and 
water and are often components of certain pesticides (see also section 4.5).

In general, during analysis of metals, one should always aim to use the best and 
latest methods whenever possible. However it is crucial to ensure that all methods 
are fully validated, not forgetting the need to validate the integrity of the starting 
matrix of plant product. This imperative should apply both to governments and 
companies/applicants submitting these methods as part of their applications to 
the national regulatory authority for market authorization.

Limit tests fi nd wide application in the area of pharmaceutical medicines where 
it is common to test for substances such as chlorides, sulfates, arsenic and heavy 
metals. Thus they will be very useful in the testing of herbal medicines and their 
products. Limit tests can also be modifi ed in many instances to function as true 
limit tests where the actual amount of toxic metal can be estimated with great 
accuracy.

The need for the inclusion of tests for toxic metals and acceptance criteria should be 
studied at the various developmental stages of the plant and based on knowledge 
of the medicinal plant species, its growth and or cultivation and the manufacturing 
process. The choice of procedures for control should take account of this information: 
the choice between a limit test and a specifi c quantitative method will depend on 
the level of control required for a particular material, for example starting material, 
and should be justifi ed.

In general, if the heavy metals burden of the herbal material is unknown, it is 
suggested that it be determined qualitatively and quantitatively on several batches, 
preferably collected over several years. These data should be used to establish 
acceptance limits that should be checked by appropriate limit tests.

4.2  Determination of radioactive contaminants

4.2.1 Method of measurement
Following a severe nuclear accident, the environment may be contaminated with 
airborne radioactive materials. These may deposit on the leaves of medicinal 
plants. Their activity concentration and the type of radioactive contamination can 
be measured by the radiation monitoring laboratories of most of the WHO Member 
States. The activity concentration of radioisotopes in herbs should be assessed by 
the competent national radiohygiene laboratories taking into account the relevant 
recommendations of international organizations, such as Codex Alimentarius, the 
International Atomic Energy Agency (IAEA), FAO and WHO.

Since radionuclides from accidental discharges vary with the type of facility 
involved, a generalized method of measurement is not yet available. However, 
should such contamination be a concern, suspect samples can be analysed by 
a competent laboratory. Details of laboratory techniques are available from the 
IAEA.1

Recommended analytical methods

1 International Atomic Energy Agency (IAEA), Analytical Quality Control Services, Laboratory 
Seibersdorf, PO Box 100, Vienna, Austria.
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4.3 Determination of afl atoxins (Annex 4)

Determination of afl atoxins should take place after using a suitable clean-up 
procedure, during which great care should be taken not to become exposed or 
to expose the working or general environment to these dangerous and toxic 
substances. Thus Member States should adapt their good practices for national 
pharmaceutical control laboratories and GMP accordingly. Only products that 
have a history of afl atoxin contamination need to be tested.

There are specifi c sampling problems especially of afl atoxins due to the way in 
which contamination spreads, as described for some food commodities, such as 
nuts and corn. This may need to be taken into consideration when sampling, for 
example in terms of sample selection and sample size, and when the analysis is 
made (33, 34).

Tests for afl atoxins are designed to detect the possible presence of afl atoxins B1, B2,
G1 and G2, which are highly toxic contaminants in any material of plant origin.

Some examples of proposed national limits for afl atoxin in various types of herbal 
products are presented in Box 1 below. Country fi gures are based on information 
provided by national health authorities.

Box 1. Herbal materials, preparations and products

Argentinaa

Determination method: HPLC-based technique using a monoclonal antibody 
immunoaffi nity column.

• For herbs, herbal materials and herbal preparations used for herbal tea 
infusions

 20 μg/kg for afl atoxins B1 + B2 + G1 + G2 with the condition that afl atoxin 
B1  5 μg/kg

• For fi nished herbal products for internal or topical use 
Absence per 1 gram

Germanyb

• Any materials used in manufacture of medicinal products (including 
medicinal herbal products)

2 μg/kgc for afl atoxin B1 or 4 μg/kgc for total sum of afl atoxins B1, B2,
G1 and G2.

(The determination of the level of afl atoxin content has to be based on 
sampling procedures that take into account a potential heterogeneous 
distribution in the material.)

a Farmacopea Argentina, Vol. 1, 7th ed. Buenos Aires, Ministry of Health, 2003.
b Verordnung über das Verbot der Verwendung von mit Afl atoxinen kontaminierten 

Stoffen bei der Herstellung von Arzneimitteln (Afl atoxin VerbotsV ) Vom 19 Juli 2000. 
Bundesgesetzblatt, Teil I Nr. 33. Bonn, 25 Juli 2000.

c Calculated on at least 88% of dry weight.
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4.4 Determination of microbiological contaminants (Annex 5)

4.4.1 Microbial contamination limits in herbal materials, 
preparations and fi nished products

Different limits are set according to the intended use of the herbal material and the 
medicines themselves. Some examples are given here:

4.4.1.1 Raw medicinal plant and herbal materials intended for further processing
For contamination of raw medicinal plant, and herbal materials intended for further 
processing (including additional decontamination by a physical or chemical process) the 
limits, adapted from the provisional guidelines established by an international 
consultative group (35), are given for untreated herbal material harvested under 
acceptable hygienic conditions:

• Escherichia coli, maximum 104 per gram
• mould propagules, maximum 105 per gram
• shigella, absence per gram or ml.

4.4.1.2 Herbal materials that have been pretreated
For herbal materials that have been pretreated (e.g. with boiling water as used for herbal 
teas and infusions) or that are used as topical dosage forms, the limits are:

• aerobic bacteria, maximum 107 per gram
• yeasts and moulds, maximum 104 per gram
• Escherichia coli, maximum 102 per gram
• other enterobacteria, maximum 104 per gram
• clostridia, absence per 1 gram
• salmonellae, absence per 1 gram
• shigella, absence per 1 gram.

4.4.1.3 Other herbal materials for internal use
For other herbal materials for internal use, the limits are:

• aerobic bacteria, maximum 105 per gram
• yeasts and moulds, maximum 103 per gram
• Escherichia coli, maximum 10 per gram
• other enterobacteria, maximum 103 per gram
• clostridia, absence per 1 gram
• salmonellae, absence per 1 gram
• shigella, absence per 1 gram.

4.4.1.4 Herbal medicines to which boiling water is added before use
For herbal medicines to which boiling water is added before use, the limits are:

• aerobic bacteria, maximum 107 per gram
• yeasts and moulds, maximum 104 per gram
• Escherichia coli, maximum 10 per gram
• other enterobacteria, maximum 103 per gram
• clostridia, absence per 1 gram
• salmonellae, absence per 1 gram
• shigella, absence per 1 gram.
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4.4.1.5 Other herbal medicines
For other herbal medicines, the limits are:

• aerobic bacteria, maximum 105 per gram
• yeasts and moulds, maximum 103 per gram
• Escherichia coli, absence per 1 gram
• other enterobacteria, maximum 103 per gram
• clostridia, absence per 1 gram
• salmonellae, absence per 1 gram
• shigella, absence per 1 gram.

4.5 Determination of pesticide residues (Annex 6)

Some examples of national and regional limits set for various types of pesticide 
residues are shown in Table 3. As a reference, the list of approved pesticides for 
spices and their MRLs adopted by the Codex Alimentarius Commission is given 
in Table 4.

Table 3. Examples of national limits set for various pesticide residues

Substances
Limit

EPa

(mg/kg)
Japanb

(ppm)
USPc and FAc

(mg/kg)

acephate 0.1

alachlor 0.05 0.02

aldrin and dieldrin (sum of) 0.05 0.05

azinphos-methyl  1 1.0

bromine  50

bromophos-ethyl 0.05

bromophos-methyl 0.05

bromopropylate  3 3.0

chlordane (sum of cis-, trans- and oxythlordane) 0.05 0.05

chlorfenvinphos 0.5 0.5

chlorpyrifos 0.2

chlorpyrifos (ethyl) 0.2

chlorpyrifos-methyl 0.1 0.1

chlorthal-dimethyl 0.01

cyfl uthrim, sum 0.1

ramda-cyhalothrin  1

cypermethrin (and isomers)  1 1.0

DDT (sum of o,p’-DDE, p,p’- DDE, o,p’-DDT, 
p,p’- DDT, o,p’-TDE and p,p’- TDE)

1.0

DDT (sum of p,p’- DDT o,p’-DDT p,p’- DDD 
and p,p’- DDE)

0.2

DDT (sum of p,p’- DDT, o,p’-DDT, p,p’- DDE, 
and p,p’- TDE)

1.0

deltamethrin 0.5

diazinon 0.5 0.5
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Substances
Limit

EPa

(mg/kg)
Japanb

(ppm)
USPc and FAc

(mg/kg)

dichlofl uanid 0.1

dichlorvos  1 1.0

dicofol 0.5

dimethoate and omethoate (sum of) 0.1

dithiocarbamate (as CS2)  2 2.0

endosulfan (sum of isomers and endosulfan sulfate)  3 3.0

endrin 0.05 0.05

ethion  2 2.0

fenchlorophos (sum of fenchlorophos and 
fenchlorophos-oxon)

0.1

fenitrothion 0.5 0.5

fenpropathrin 0.03

fensulfothion (sum of fensulfothion, fensulfothion-oxon, 
fensulfothion-oxonsulfon and fensulfothion-sulfon)

0.05

fenvalerate 1.5 1.5

fl ucytrinate 0.05

-fl uvalinate 0.05

fonofos 0.05 0.05

heptachlor (sum of heptachlor, cis-heptachlorepoxide 
and trans-heptachlorepoxide)

0.05

heptachlor (sum of heptachlor and heptachlorepoxide) 0.05

hexachlorobenzene 0.1 0.1

hexachlorocyclohexane (sum of isomers, −, −, −, and 
− hexachlorocyclohexane)

0.3

hexachlorocyclohexane isomers (sum of , ,  and ) 0.2

hexachlorocyclohexane isomers (other than ) 0.3

lindane ( -hexachlorocyclohexane) 0.6 0.6

malathion 1.0

malathion and malaoxon (sum of)  1

mecarbam 0.05

methacriphos 0.05

methamidophos 0.05

methidathion 0.2 0.2

methoxychlor 0.05

mirex 0.01

monocrotophos 0.1

parathion 0.5

parathion-ethyl and paraoxon-ethyl (sum of) 0.5

parathion-methyl 0.2

parathion-methyl and paraoxon-methyl (sum of) 0.2

pendimethalin 0.1

pentachloranisol 0.01

permethrin (and isomers) (sum of)  1

permethrin 1.0

phosalone 0.1 0.1
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Table 4. The list of approved pesticides for spicesa and their maximum residue 
limits (MRLs) (Codex Alimentarius Commission, 2005)b

Substances
Limit

EPa

(mg/kg)
Japanb

(ppm)
USPc and FAc

(mg/kg)

phosmet 0.05

piperonyl butoxide  3 3.0

pirimiphos-ethyl 0.05

pirimiphos-methyl (sum of pirimiphos-methyl 
and N-desethyl-pirimiphos-methyl)

 4

pirimiphos-methyl 4.0

procymidone 0.1

profenophos 0.1

prothiophos 0.05

pyrethrins (sum of cinerin I, cinerin II, jasmolin I, 
jasmolin II, pyrethrin I and pyrethrin II )

 3

pyrethrins (sum of) 3.0

quinalphos 0.05

quintozene (sum of quitozene, pentachloroaniline and 
methyl pentachlorophenyl sulfi de)

 1 1.0

s-421 0.02

tecnazene 0.05

tetradifon 0.3

vinclozolin 0.4

EP, European pharmacopoeia; FA, Farmacopea Argentina; USP, United States pharmacopeia.
a Applicable to medicinal plant materials included in the European pharmacopoeia, 5th ed, unless otherwise 

indicated in the applicable monograph. Reference: PHARMEUROPA Volume 18, No. 4, October 2006.
b Currently applicable only to fi ve medicinal plant materials (ginseng root, powdered ginseng root, red 

ginseng root, senna leaf and powdered senna leaf) included in Japanese pharmacopoeia, XIV.
c Values in United States pharmacopeia 28 and Argentina pharmacopoeia, Vol. 1.

Pesticide
(CCPR-number)

Group or sub-group of spices MRL
(mg/kg)

Acephate (095) Entire group 028c 0.2 (*)

Azinphos-methyl (002) Entire group 028c 0.5 (*)

Chlorpyrifos (017) Seeds  5

Fruits or berries  1

Roots or rhizomes  1

Chlorpyrifos-methy1 (090) Seeds  1

Fruits 0.3

Roots or rhizomes  5

Cypermethrin (118) Fruits or berries 0.1

Roots or rhizomes 0.2

Diazinon (22) Seeds  5

Fruits 0.1 (*)

Roots or rhizomes 0.5

Dichlorvos (025) Entire group 028c 0.1 (*)

Dicofol (026) Seeds 0.05 (*)

Fruits or berries 0.1

Roots or rhizomes 0.1
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Pesticide
(CCPR-number)

Group or sub-group of spices MRL
(mg/kg)

Dimethoate (027) Seeds  5

Fruits or berries 0.5

Roots or rhizomes 0.1 (*)

Disulfoton (074) Entire group 028c 0.05 (*)

Endosulfan (032) (total) Seeds  1

Fruits or berries  5

Roots or rhizomes 0.5

Ethion (034) Seeds  3

Fruits or berries  5

Roots or rhizomes 0.3

Fenitrothion (037) Seeds  7

Fruits or berries  1

Roots or rhizomes 0.1 (*)

Iprodion (111) Seeds 0.05 (*)

Roots or rhizomes 0.1 (*)

Malathion (049) Seeds  2

Fruits or berries  1

Roots or rhizomes 0.5

Metalaxyl (138) Seeds  5

Methamidophos (100) Entire group 028c 0.1 (*)

Parathion (058) Seeds 0.1 (*)

Fruits or berries 0.2

Roots or rhizomes 0.2

Parathion-methyl (059) Seeds  5

Fruits or berries  5

Roots or rhizomes  3

Permethrin (120) Entire group 028c 0.05 (*)

Phenthoate (128) Seeds  7

Phorate (112) Seeds sub-group 0.5

Fruits or berries 0.1 (*)

Roots or rhizomes 0.1 (*)

Phosalone (060) Seeds  2

Fruits  2

Roots or rhizomes  3

Pirimicarb (101) Seeds  5

Pirimiphos-methyl (086) Seeds sub-group  3

Fruits sub-group 0.5

Quintozene (064) Seeds sub-group 0.1

Fruits or berries 0.02

Roots or rhizomes  2

Vinclozolin (159) Entire spice groupc 0.05 (*)

(*) At or about the limit of determination.
a The residue defi nitions remain the same as those recommended for the given pesticide in other plant 

commodities (http://www.codexalimentarius.net/mrls/pestdes/pest_ref/MRLs_Spices_e.pdf).
b Report of Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission, 28th 

Session, July, 2005 (http://www.codexalimentarius.net/download/report/644/al28_41e.pdf).
c The Group of A28 as modifi ed by the 36th Session of CCPR.
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