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食品添加物の主なアルコール消毒剤
商品名 会社名 エタノール濃度 液性 使用用途 成分 規格・包装

アルサワー アルボース 68w/w% 中性 食品の防腐、防カビ、酸化防
止、調理用機器等

エタノール、グリセリン脂肪酸エ
ステル、グリシン、乳酸ナトリウ
ム、精製水

500mLガン式スプレー付×
20、500mL（つけ替用）×20、
1L×12（ガン式スプレーノ
ズル2個付）、2L×6（ノズル
3個付）、4L×4（コック4個
付）、17L×1

アルタンノロエース アルタン 50.18w/w% ほぼ
中性

調理器具、厨房、施設、食品
の衛生管理
（＊柿抽出物タンニン酸により
鉄に錆を生じることがある）

エタノール、クエン酸、クエン酸
ナトリウム、グリセリン脂肪酸エ
ステル、柿抽出物、グリセリン、
L-アスコルビン酸、L-アスコルビン
酸パルミチン酸エステル、精製水

500mL×20、
4.8L×4（注ぎ口コック付き）

アルタン
プレミアム-R アルタン 69.48w/w% ほぼ

中性
調理器具、調理機械・食品の
衛生管理

エタノール、グリセリン脂肪酸エ
ステル、グリセリン、精製水、プ
ロパン、ブタン、窒素 

350mL×20
（ガス式スプレータイプ）

アルタン78-R アルタン 71.26w/w% 中性
調理器具、調理機械、冷蔵庫、
食器、ふきん、ショーケース、
自動販売機

エタノール、ポリリジン、グリセ
リン脂肪酸エステル、乳酸、乳酸
ナトリウム、精製水

500mLスプレー付×30、
500mL詰替用×30、
4.8L×4（注ぎ口コック付き）

アルタンB-65V アルタン 57.22w/w% ほぼ
中性

食品工場・水産・畜産・厨房等
の食品の品質保持と衛生管理

エタノール、クエン酸、クエン酸
ナトリウム、グリセリン脂肪酸
エステル、グリシン、香料（柑橘
類）、精製水

1L付け替え用×12（トリガー
は別売）、
4.8L×4、15kg×1

アルベリーフレッシュ
ESS-R アルタン 67.89w/w% ほぼ

中性
弁当、惣菜などの食品、調理
器具

エタノール、乳酸、乳酸ナトリウ
ム、精製水

1Lスプレー付×12、
1L詰替用×12、
4.8L×4（注ぎ口コック付き）

アルベリーフレッシュ
SE-R アルタン 67.89w/w% ほぼ

中性
和・洋菓子、フルーツ、調理
器具

エタノール、乳酸、乳酸ナトリウ
ム、グリシン、グリセリン、精製水

1Lスプレー付×12、
1L詰替用×12、
4.8L×4（注ぎ口コック付き）

アルタノールOS-1V アルタン 48.23w/w% ほぼ
中性

食品工場・水産・畜産・厨房等
の食品の品質保持と衛生管理

エタノール、グリセリン脂肪酸エ
ステル、クエン酸、クエン酸ナト
リウム、乳酸、乳酸ナトリウム、
香料（柑橘類）、精製水

4.8L×4、18kg×1

アルタンB-58V アルタン 50.18w/w% ほぼ
中性

食品の品質保持（殺菌、静菌、
防カビ）と衛生管理

エタノール、乳酸、乳酸ナトリウ
ム、グリセリン脂肪酸エステル、
クエン酸ナトリウム、グリセリ
ン、香料（柑橘類）、タンニン酸、
精製水

4.8L×4（注ぎ口コック付き）、
18kg×1

アルファ オーヤラックス 67.9w/w％ 酸性 包丁、ショーケース、冷蔵庫
内等 エタノール、乳酸、精製水 500mLスプレータイプ×15、

1L×6、4L×4、18L×1

Q No.1481

食品にも使えるアルコール消毒剤はありますか？
 （2010年8月）

Answer

アルコール消毒剤は、医療用医薬品、一般用医
薬品、医薬部外品、食品添加物、雑品と様々な商
品が販売されています。食品添加物のアルコール
消毒剤は直接食品に触れても安全性が高いため、

食品そのものや食品に関わる器具や環境の消毒に
使用されています。
手指消毒剤と同程度のアルコール濃度を有する
商品もありますが、食品添加物であるため手指消
毒剤としての効能を謳うことはできません。
【参考資料】
・日本食品洗浄剤衛生協会FAQ
・各メーカー問合せ、パンフレット
・ゆうわ　1997.6月号

〈執筆協力会社〉㈱アトル 医薬情報部
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商品名 会社名 エタノール濃度 液性 使用用途 成分 規格・包装

アルペットE サラヤ 67.1w/w％ 中性 食品の品質保持、機器類等
エタノール、グリセリン脂肪酸エ
ステル、グリセリン、乳酸ナトリ
ウム

500mLスプレー付×12、
500mLカセット×12、
1Lスプレー付×6、
3L×3、5L×3、17L×1

アルペットES サラヤ 58.8w/w％ 中性 食品の品質保持、機器類等
エタノール、グリセリン脂肪酸エ
ステル、グリセリン、乳酸ナトリ
ウム

500mLスプレー付×12、
3L×3、5L×3、17L×1、
20L×1、200L×1

アルペットNV サラヤ 50.0w/w％ 弱酸性 厨房設備、調理器具等
エタノール、グリセリン脂肪酸エ
ステル、クエン酸、クエン酸ナト
リウム、グリセリン

500mLスプレー付×12、
5L×3、20L×1

アルペットL サラヤ 50.0w/w％ 中性 食品の品質保持、機器類等
エタノール、ポリリジン、グリセ
リン脂肪酸エステル、グリセリ
ン、乳酸

20L×1

アルペットH サラヤ 67.1w/w％ 中性 分解しにくい機器類等
エタノール、グリセリン脂肪酸エ
ステル、グリセリン、乳酸ナトリ
ウム、二酸化炭素

350mL×15（ガス式スプレー
タイプ）

アルペットHS サラヤ 58.8w/w％ 中性 分解しにくい機器類等
エタノール、グリセリン脂肪酸エ
ステル、グリセリン、乳酸ナトリ
ウム、二酸化炭素

350mL×15（ガス式スプレー
タイプ）

アロクリンE イカリ 67.9w/w% 弱酸性 食品、惣菜類等加工食品全般、
食品機械・器具類等

エタノール、グリセリン、精製
水、アジピン酸

800mL×6、1L×6、4L×4、
17L×1

ケンエー
クリーンアルコールA 健栄 50.0w/w% 酸性 食品、調理器具（包丁、まな板、

フキン等）・調理台、冷蔵庫等
エタノール、フィチン酸、グリシ
ン

300mL・500mLガン式スプ
レー付×20、300mL・500mL
（つけ替用）×20、10L（詰め
替え用）×1

除菌用アルコール
75-N 高杉 67.8v/v% 中性

食品機械・器具（包丁・まな板
等）、食器類、台所・厨房周
り、自動販売機・冷蔵庫内等

エタノール、乳酸ナトリウム、精
製水

500mL×20（オプション：ス
プレーガン）、
10L×2（オプション：コック）

ライダン・M 今津薬品 50.2w/w% 酸性
食品、食品機械・器具（包丁・
まな板等）、食器類、台所・厨
房周り、冷蔵庫内など

エタノール、50%乳酸、精製水
1L×12、
15kg×1（コック1個付）、
15kg×1

ライダン・ハイM 今津薬品 67.9w/w% 酸性
食品、食品機械・器具（包丁・
まな板等）、食器類、台所・厨
房周り、冷蔵庫内など

エタノール、50%乳酸、精製水
500mL×24（スプレー付）、
1L×12、4L×4（注ぎ口4個
付）、5L×4、10L×1（コック
1個付）、15kg×1

パワーコール 今津薬品 67.9w/w% 中性
食品、食品機械・器具（包丁・
まな板等）、食器類、台所・厨
房周り、冷蔵庫内など

エタノール、酢酸ナトリウム、50%
乳酸、精製水 15kg×1

パワーコールNF 今津薬品 67.9w/w% 中性
食品、食品機械・器具（包丁・
まな板等）、食器類、台所・厨
房周り、冷蔵庫内など

エタノール、乳酸ナトリウム、精
製水 15kg×1

パワーコールNF60 今津薬品 50.2w/w% 中性
食品、食品機械・器具（包丁・
まな板等）、食器類、台所・厨
房周り、冷蔵庫内など

エタノール、乳酸ナトリウム、精
製水 15kg×1

Q No.1482

口蹄疫の消毒剤には何が使われていますか？
消毒法は？

Answer

農林水産省のホームページを検索しますと独立
行政法人動物衛生研究所がまとめた“日本の口蹄
疫情報”の中で「口蹄疫防疫に使う消毒液の作り
方」として４％炭酸ソーダ液を挙げております。
注意；
（１）ホルマリン及び他の消毒剤と混ぜないこと。
（２）容器は金属製、ポリエチレン製いずれでもか
まわない。

と付記されております。
市販消毒剤では

（１）ヨウ素系消毒剤
バイオシッド30（旧称リンドレスファイザー）
クリナップルＡ（甲陽化学）
動物用イソジン（明治製菓）

（２）塩素系消毒剤
アンテックビルコンＳ（バイエル製薬）
クレンテ（エーザイ、日産化学）
スミクロール（住友製薬）

（３）アルデヒド系消毒剤
グルタクリーン（日本全薬）
その他；地面の表面がむらなく白くなる程度の



Vol.34 NO.10  (2010) 34 (634)

Q No.1483

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（以下ARB）を
投薬した際、腎機能の低下がどの程度になれば
減量が必要か？

Answer

一般的には、血清クレアチニン値2.0までは継続
投与、血清クレアチニン値2.0～3.0mg/dlでは減量
等の慎重投与を考慮する。また、正常な腎機能の
患者以外の場合、投薬後１週間以内に血清クレア
チニン値を測定して、投薬前の値に比べ30％以上
の上昇が認められれば慎重投与に切り替えること
を考慮されたい。以下のARB ５剤についての使用
上の注意を記載したが、各薬剤間で排泄の違い等
により記載内容が多少異なっている。
１．ミカルディス

腎機能の若干劣化傾向にある患者の場合、ARB
投与前の血清クレアチニン値がその30％を超えて
上昇を目安に減量等の慎重投与に切り替える。た
とえば、血清クレアチニン値が1.5の患者の場合、
2.0まで継続投与、それを超えたら減量もしくは中
止等の措置。

なお、IFには重篤な腎障害のある患者に対し
て、血清クレアチニン値3.0mg/dl以上の場合には
慎重投与の記載がある。
２．ブロプレス

一般にACE阻害薬やARBを投薬すると、一過性
の腎機能悪化の傾向がみられる。血清クレアチニ

地面への消石灰の散布も強く奨励されております。
但し、消毒で口蹄疫ウイルスを100％防げる訳で

はない。
【参考資料】
・Ｗikipedia　http://ja.wikipedia.org/wiki/

消毒剤の作り方と使い方
▼クレンテの場合、500～1,000倍に水で希釈した

後、動力噴霧器などで散布してください。
 塩素系消毒剤は金属器具を腐食させることがあ

るので使用後は水洗して下さい。
▼消石灰による消毒；病原体の進入防止のため、

農場の出入口や車両が停止する場所に散布しま
しょう。地面が白くなる程度が目安です。

▼塩素系消毒剤（アンテックビルコンＳ、クレン
テ、スミクロール等）の入った踏み込み消毒槽
に消石灰の着いた長靴等で入ると効果が落ちま
すので消石灰の着いたまま入らないようにしま
しょう。

【参考資料】
・農林水産省ホームページ
・岡山県ホームページ、消毒薬を使用する時の注意

http://pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif-
id=67066

商品説明詳細
アンテックビルコンＳ；動物用医薬品です。販

売に当っては許可が必要です。
英国から緊急輸入し関空に到着、九州へ急送！
輸入したバイエル薬品（本社、大阪）によると

薬効成分は複合次亜塩素系です。全国から大量の
注文が入り在庫切れとなりました。通常は船便入
荷です。急遽５月７日から船便から航空便を使っ
て緊急輸入を続けています。
【参考資料】
・asahi.com.ニュース　http://www.asahi.com./

specia/kouteieki

成分；本品100g中にペルオキソー硫酸水素カリウ
ム50.0g及び塩化ナトリウム１.5gを含有

包装形状；１kg，５kg，10kg．
用法用量；
①畜、鶏舎の消毒；500倍希釈液を散布
②搾乳器具、ふ卵器具消毒；1,000倍希釈液に２～

５分浸漬する。
③踏込槽での消毒；100倍希釈液を使用し薬液の更

新は１週毎、又はひどく汚れた時とする。
踏込槽での使用方法；本剤は有機物質（糞、尿

等の汚物、血液、血清、牛乳）等により消毒効果
が減弱するので、長靴はよく洗浄し、有機物を落
としてから踏込槽内にはいること。

汚染した長靴は消毒槽内で30秒間洗浄すること
が望ましい。

（アンテックビルコンＳ商品説明書より抜粋）
【参考資料】
・FAP畜産事業関係者向け情報、バイエル薬品株

式会社（IT検索）
〈執筆協力会社〉シーエス薬品㈱ 藤枝支店
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１. アドエアディスカス＆
アドエア吸入用

授乳中に使用しても問題
なし。

２. キュバールエアゾール 〃

３. セレベント 〃

４. パルミコート 〃

フォームには乳汁中への移行性について該当資料
がない。キュバールについては、乳汁への移行は
不明であるが臨床上で問題が起こったとの報告は
ない。パルミコートタービュヘイラーについては、
本剤200μgまたは、400μg、１日２回、３ヶ月以
上継続吸入した授乳中の喘息患者８例（26～34歳）
において、乳汁中のブデソニド濃度を測定したと
ころ、乳汁中AUCは血漿中AUCのそれぞれ0.43倍
及び0.50倍であったとの記載がある。
【引用資料；各薬剤のインタビューフォームより】
●授乳中の授乳婦の薬剤使用に関して一般的に言
えることとして
１）授乳中の使用については問題ないとされる薬
剤として
抗生物質・解熱鎮痛剤・消炎薬・ビタミン・ミ
ネラル・胃潰瘍治療薬等が挙げられる。
２）授乳中の使用が禁止されている薬剤として
強心薬・抗不整脈薬・抗狭心症薬・抗がん剤・
抗ウイルス薬・抗真菌薬・片頭痛治療薬・抗パー
キンソン病薬・抗リウマチ薬・免疫抑制薬等が挙
げられる。
いずれにしても受診している医療機関で使用の
可否を確認することが当然求められる。
●授乳と薬について
お母さんが飲まれたほとんどのお薬は、母乳の
中に分泌されます。それでも、実際には母乳を飲
ませても赤ちゃんに問題にならないお薬がほとん
どです。
母乳はお母さんの血液からおっぱいの中にある
乳腺で作られます。お母さんが飲まれたお薬は、
血液を経て乳腺に届きます。8割くらいのお薬は、
母乳が作られるときにお母さんの血液よりもかな
り薄くなることがわかっています。数少ない濃く
なるお薬でも、実際に赤ちゃんがお薬を含んだ母
乳をたくさん飲んで、腸で吸収されて赤ちゃんの
血液にお薬が届いて、体のどこかに働いて症状が
何か出ないと有害にはなりません。そこまで至る
お薬は、非常に限られています。また、母乳には
感染予防や免疫系あるいは神経系発達に対する優
れた効果、また母児間の愛着形成を促進させる点
などが近年、科学的に証明されてきております。

〈執筆協力会社〉㈱フレット 黒部支店

Q No.1484

吸入用ステロイド薬の授乳婦に対する影響につ
いて

Answer

下記４剤の吸入用ステロイド薬の授乳婦に対す
る影響についての回答としては

【引用資料；国立成育医療研究センター内　妊娠と
薬情報センターより】
左記、アドエアとセレベントのインタビュー

ン値2.0～3.0mg/dl程度を目安に減量等の慎重投与
を考慮する。
３．イルベタン
重篤な腎機能障害のある患者等には慎重投与。
ただ、本剤は透析患者にも使用経験のある薬剤で、
蓄積傾向がほとんどない。また、頻度不明ながら
腎不全があらわれることがあるので、血清クレア
チニン値の測定等観察を十分に行い、異常が認め
られた場合には投与を中止すること。
４．ディオバン
本剤は主として胆汁中に排泄されるため、腎機
能低下による本剤の体内動態への影響は少ないと
考えられる。ただ、血清クレアチニン値が3.0mg/
dlを超えた場合、減量するなどの慎重投与。
５．オルメテック
重篤な腎機能障害のある患者には慎重投与。血
清クレアチニン値が3.0mg/dl以上の患者に対する
使用経験が少なく、有効性、安全性についての検
討は行っていない。正常な腎機能の患者以外の場
合、投薬後１週間以内に血清クレアチニン値を測定
して、投薬前の値に比べ30%以上の上昇が認められ
れば慎重投与に切り替えることを考慮されたい。
【引用資料】
・各社インタビューフォーム、添付文書、及びメー
カー回答

〈執筆協力会社〉㈱フレット 黒部支店


