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Question No.1605

エタノール不耐症・過敏症患者への注射時
の消毒薬は、何を使用したら良いのでしょ
うか？　 　　　　　　　  　　（2014年1月）

Answer

注射部位の皮膚消毒としてエタノールが使用で
きない場合は、クロルヘキシジングルコン酸塩（ヒ
ビテン®等）やポビドンヨード（イソジン®等）な
どを使用します。１）、２）

［エタノール不耐症、エタノール過敏症］３）、４）

通常、エタノールは肝臓でカタラーゼやADH
（alcohol dehydrogenase：アルコール脱水素酵素）
などで代謝されアセトアルデヒドに変化し、さら
にALDH（aldehyde dehydrogenase：アセトアル
デヒド脱水素酵素）の作用で酢酸を経て、水と二酸
化炭素に代謝されます。皮膚にもわずかながらカ
タラーゼやADH、ALDHが存在しており、それら
の酵素により、皮膚に塗布したエタノールがアセ
トアルデヒドに変化します。ALDHが欠損してい
る人、活性が低い人はアセトアルデヒドが代謝さ
れず局所的に蓄積することで毛細血管拡張が起こ
り、赤くなります。また、エタノールは皮膚に対
して刺激や乾燥を起こし、さらに皮膚感作性物質
にもなりえるため、アレルギー反応を生じること
があります。
［代替消毒薬について］

エタノールは抗微生物スペクトルが広く、芽胞
を除くほとんどすべての微生物に有効であり、作
用は速効性です。また、揮発性が高いので乾きが
速く、注射時の消毒薬として使用しやすいため汎
用されています。５）しかし、エタノールには発疹
等の過敏症、皮膚への刺激症状が現れることがあ
り、このような場合には他の消毒薬に変更する必
要があります。６）

〈クロルヘキシジングルコン酸塩〉
0.05～0.5％クロルヘキシジングルコン酸塩は、

エタノール過敏症患者に最も多く選択されている

消毒薬です。殺菌効果についてはエタノールより
も劣るという欠点がありますが、透明であり、臭
いも気になりません。２）、３）クロルヘキシジング
ルコン酸塩はエタノールと比べて速効性はないた
め、消毒直後に注射をするのではなく、30秒から
１分間は時間をあけて注射することが望ましいと
されています。しかし、乾燥するまで待つ必要は
ありません。６）、７）

〈ポビドンヨード〉
ポビドンヨードは、エタノールと同等の殺菌力

が望めますが、色が付く、細胞毒性があるなどの
欠点があります。３）ポビドンヨードを用いる場合に
は、乾燥するまで時間を要することから、２分程
度待つ必要があります。１）ポビドンヨードの消毒効
果は、自然に乾燥する間に起こるヨウ素との化学
反応（＝酸化還元反応）によって得られ、手であお
ぐなどの強制的な乾燥により、十分な消毒効果が
得られない場合があります。そのため、強制的に
乾燥させるのではなく、化学反応を期待する時間
が必要となります。８）また、完全に乾燥させた方が
接触性皮膚炎を起こしにくいとされています。１）

〈イソプロパノール〉
70％イソプロパノールも患者によっては選択可

能と考えられます。９）但し、イソプロパノールは
エタノールと同じくアルコールであり、エタノー
ルに対するアレルギーがある患者はメタノールや
イソプロパノールとの交差感作も多いため、注意
が必要です。10）、11）エタノールとイソプロパノール
の細菌に対する消毒効果は、ほぼ同等ですが、一
部のウイルスに対してはエタノールのほうが、消
毒効果が優れているとの報告があります。12）また、
イソプロパノールはエタノールに比べ安価です
が、より強い脱脂作用を示し、臭いが強いという
特性があります。５）、13）

この他、注射部位には強力な消毒薬は不要との
観点から、0.02～0.1％ベンザルコニウム塩化物を使
用する医療機関もあります。14）但し、常用濃度では
消毒効果が不十分であるという報告もあります。10）
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表：注射部位に使用される消毒薬の単包製剤の例14）、15）

消毒薬の成分 区分 商品名 会社名 サイズ、規格 包装

0.05％クロルヘキシジングルコン酸塩

一般用医薬品
（第２類）

ステリクロン0.05％綿球P 健栄製薬 ＃20 １球入×90

0.12％クロルヘキシジングルコン酸塩 ケンエーママラック 健栄製薬 7.5×7.5cm
（２折） １枚入×20包

0.2％クロルヘキシジングルコン酸塩 ワンショットプラス
ヘキシジン0.2 白十字 ４×８cm

（２折） １枚入×60包

10％ポビドンヨード

医療用医薬品 イオダイン10％綿球 健栄製薬 ＃14
＃20 １球入×90

一般用医薬品
（第３類） ポピコット綿球Ｐ 健栄製薬 ＃14

＃20 １球入×90

指定医薬部外品 ウエットプレット ハクゾウ No.14
No.20 １球入×48

70％イソプロパノール 一般用医薬品
（第３類）

ポケットコール 白十字 ７×3.5cm
（２折）

１枚入×60包
１枚入×150包

アイデスワッブ アークレイ 2.7×3.5cm １枚入×120包

エレファワイパーイソ ハクゾウ ４×８cm
（２折） １枚入×200包

0.025％ベンザルコニウム塩化物
医療用医薬品 ザルコニン0.025％綿球 健栄製薬 ＃14

＃20 １球入×90

指定医薬部外品 ザルコニン0.025％綿球Ｃ 健栄製薬 ＃20 １球入×90

＊綿球のサイズ #14，No.14…直径14mm、#20，No.20…直径20mm
＊添加物や包装等の詳細につきましては、添付文書をご確認ください。
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Question No.1606

医療用医薬品のバーコードが新バーコード
に順次変更されているが、新バーコードが
表示する内容について知りたい。

（2014年１月）

Answer

医薬品の取り違え事故の防止及びトレーサビリ
ティ（流通経路を生産から消費あるいは廃棄の最
終段階まで追跡が可能な状態）の確保を推進する
ため、厚生労働省医政局経済課長・医薬食品局安
全対策課長連名通知により、医療用医薬品への新

バーコード表示を実施することになりました。
現在、特定生物由来製品、生物由来製品及び注

射薬については、表１の必須表示項目にしたがっ
て、既に新バーコードが表示されています。

生物由来製品以外の内用薬及び外用薬の調剤包
装単位については、平成27年７月（特段の理由があ
るものは平成28年７月）以降製造販売業者から出荷
されるものに必ず新バーコードが表示されます。

製造販売業者は、表１に従い、医薬品の種類及
び包装単位に応じて、必須表示項目（◎）及び任
意表示項目（○）を表示します。

表１　医療用医薬品のバーコード表示の対象

医療用医薬品の種類

調剤包装単位 販売包装単位 元梱包装単位

商品
コード 有効期限

製造番号
又は
製造記号

商品
コード 有効期限

製造番号
又は
製造記号

商品
コード 有効期限

製造番号
又は
製造記号

数量

（１）特定生物由来製品 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

（２）生物由来製品（注１） ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

（３）内用薬（注２） ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（４）注射薬（注２） ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（５）外用薬（注２） ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（注１）特定生物由来製品を除く。
（注２）生物由来製品（特定生物由来製品を含む）を除く。
◎：必須表示　○：任意表示

包装単位及び表示するデータに応じ、以下の
バーコードシンボルを用います。

（１）調剤包装単位及び販売包装単位
商品コードのみ表示する場合は、GS1データ

バー限定型を用います。表示面積が小さい場合は、
GS1データバー二層型を用いることができます。

商品コードに加え製造番号又は製造記号及び有
効期限を表示する場合は、①商品コード、②有効

期限、③製造番号又は製造記号の順に、GS1デー
タバー限定型合成シンボルCC-A（図１）を用いま
す。また、表示面積が小さい場合は、GS1データ
バー二層型合成シンボルCC-Aを用いることができ
ます。

（２）元梱包装単位
①商品コード、②有効期限、③数量、④製造番

号又は製造記号の順に、コード128を用います。

図 1  ＧＳ1データバー限定型合成シンボル 

             
（01）  1  498712831320  1  （17）  070101   （10）   Ａ123ＢＣ 

                  （ＡＩ）  ＰＩ  ＪＡＮコード   ＣＤ （ＡＩ）  有効期限  （ＡＩ）   製造番号 

 

 

 

 

 
 

アプリケーション識別子(AI) 

01：商品コード 

10：製造番号 

17：有効期限 

30：数量 

パッケージインジケータ 

0：調剤包装単位 

1：販売包装単位 

2：元梱包装単位 

チェックデジット 

（誤読防止照合用の数値） 

例）献血アルブミン（5％）‐Ｗｆ/5％100ｍＬ

（田辺三菱製薬株式会社） 

図１　GS1データバー限定型合成シンボル
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商品コードについては、JANコードの先頭に、
調剤包装単位においては「０」、販売包装単位にお
いては「１」、元梱包装単位においては「２」の
パッケージインジケータを付けた14桁（チェック
デジット含む）のコードとしています。

JANコードは、包装単位の種類ごとに番号を付
すので、PTP包装シートの錠数や、箱に包装され
たPTP包装シートの枚数が異なるものは、別の
JANコードになります。また、JANコードは原則、
医療用医薬品の販売を行う会社ごとに独立した番
号を付しますが、医療用麻薬及び医療用ガスにつ
いては、製造販売を行う会社ごとに独立した番号
を付す必要があります。過去に使用されたJAN

コードについては、当該商品コードを使用してい
た医療用医薬品の販売中止から少なくとも10年経
過してからでなければ再利用できません。また、
特定生物由来製品に使用したJANコードは、再使
用することはできません。
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