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★　爆弾テロに使用されるおそれのある爆発物の原料とな
り得る化学物質（11品目）
ⅰ　硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸、塩素酸カリウム、
塩素酸ナトリウム（劇物）
ⅱ　尿素、硝酸アンモニウム、アセトン、ヘキサミン、
硝酸カリウム（非劇物）

※１　発火性又は爆発性のある劇物として政令で指定され
ているもの（毒劇法施行令第32条の３）
◦亜塩素酸ナトリウムおよびこれを含有する製剤（30％
以上のものに限る）
◦塩素酸塩類およびこれを含有する製剤（35％以上のも
のに限る）
◦ナトリウム
◦ピクリン酸

Question No.1630

毒物劇物等を販売するにあたり、特に注意を
すべき物質にはどのようなものがありますか。

（2014年10月）

Answer

保健衛生上の見地から必要な取締りを行うこと
を目的として、「毒物及び劇物取締法（以下、毒劇
法）」が定められています。
毒物劇物の販売にあたっては、毒劇法第14条（譲
渡手続き）、第15条（交付制限）及び同法施行令
第40条の９（情報提供）等に定められた事項を遵
守しなければなりません。
さらに、その危険性から事件等に使用されるお
それがあるものとして、販売時に購入者の本人確
認や使用目的の確認を行う等、毒劇法や通知で規
定されている主なものは以下のとおりです。
●爆発性等のある毒物劇物
過激派学生等による発火性又は爆発性のある毒
物劇物を使った手製爆弾の殺傷事件が相次ぎ、治
安対策上並びに使用過程における保健衛生上の危
害発生が心配されたため、昭和47年に毒劇法の一
部が改正され、規制が設けられました。
◆所持の禁止（毒劇法第３条の４）
引火性、発火性又は爆発性のある毒物劇物のう
ち政令で定めるもの※１は、業務に使用する等正当
な理由がなければ、所持してはならない。
◆交付時の制限（毒劇法第15条第２項）
交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後で
なければ、引火性、発火性又は爆発性のある毒物
劇物のうち政令で定めるもの※1を交付してはなら
ない。
◆販売・授与の制限（毒劇法第24条の2第2号）
引火性、発火性又は爆発性のある毒物劇物のう
ち政令で定めるもの※１を、業務に使用する等正当
な理由がない相手に対し、販売又は授与した者は
２年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又
はその併科に処す。

●爆発物の原料となる化学物質
平成21年、化学薬品を店舗やネットなどで購入
し爆弾を製造する事件等の発生やテロの未然防止
対策強化を受け、毒劇法で劇物に指定されている
６品目ⅰに加え、同法上の定めがない５品目ⅱにつ
いても、購入者の本人確認や販売記録の作成、不
審者の警察への通報などを徹底するよう通達＊１が
出されました。

＊１�「爆発物の原料となり得る化学物質を販売する事業者の管
理者対策の強化について」（平成21年12月24日付け警察庁丁
備企発第79号、警察庁丁公発第231号、警察庁丁備発第263
号、警察庁丁国テ発第71号、警察庁丁保発第191号）

《参考》「爆発物の原料となり得る劇物等の適正な
管理等の徹底について」（平成21年12月２日付け薬
食総発1202第４号、薬食審査発1202第32号、薬
食監麻発1202第８号）
●シンナー等
昭和35年頃から未成年者に「シンナー遊び」が
流行して社会問題化したことから、昭和47年に毒
劇法の一部が改正され、使用・販売等が規制され
ました。
◆摂取・吸引と所持の禁止（毒劇法第３条の３）
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物劇物又
はこれらを含有する物として政令で指定されたも
の※2はみだりに摂取､ 吸入し、又は摂取､ 吸入の
目的で所持してはならない。
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※２　興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物として政令で
指定されているもの（毒劇法施行令第32条の２）
◦トルエン（劇物）
◦酢酸エチル、トルエン又はメタノールのいずれかを含
有する以下の製品

・シンナー（塗料の粘度を減少させるために使用される有
機溶剤）

・接着剤　・塗料　・閉そく用又はシーリング用の充てん料

Question No.1631

近視矯正の手術等について教えてください。

Answer

現在、主流となっている近視矯正手術方式は、
角膜の形状をレーザーで変形させる「角膜屈折矯
正手術」と、眼内にレンズを埋め込む「有水晶体
眼内レンズ手術」の２つがあります。また、これ
らの手術以外に角膜矯正用ハードコンタクトレン
ズを装着するオルソケラトロジーと呼ばれる手法
があります。
まず、「角膜屈折矯正手術」はレーシックと呼ば
れ、角膜を削って屈折力を調整し視力を矯正しま
すが、この手術に用いられるエキシマレーザー装
置等が医療機器として承認されたことで、国内で
も大きく普及しています。
さらに、この術式では、主にフラップ※１の作り方

の違いで、次の５種類に分類されています。
①レーシック※２�②イントラレーシック�③PRK
（フレックスPRK）�④エピレーシック�⑤セラック
次に、「有水晶体眼内レンズ手術」は、眼内にレ
ンズを挿入するもので近視の強度に関係なく手術
できるという特徴があります。これらの、手術の
方法、手順及び特徴を一覧表にして紹介します。
※１：�角膜の表面に特殊な装置で薄く切れ目を入れ、角膜は完

全に切り離さず繋がった状態にした蓋状のもの
※２：�角膜をレーザー光線で削る前に角膜表面にフラップを作

る術式

《参考》
厚生労働省が承認しているレーザー装置は、エ
キシマレーザー、フェムトセカンドレーザーの２
種類（2013年12月現在）
〈エキシマレーザー〉
・NIDEK社（Ques t）・AMO社（S4IR）・アルコン
社（Allegretto�Wave� Eye-Q）・カールツァイス社
（Mel80）・ボシュロム社（テクノラス）

〈フェムトセカンドレーザー〉
・AMO社（イントラレース i F S）・アルコン社
（WaveLight�FS200）・カールツァイス社（VisuMax）

【参考資料】
◦�白内障屈折矯正手術学会HP　https://www.jscrs.org/
◦�日本眼科医会　http://www.gankaikai.or.jp/
◦�日本医事新報No.4618�P57（2012年10月27日）
◦�日本医事新報No.4253�P ７（2005年10月29日）
◦�週刊ダイヤモンド�Vol.101�No.11（2013年10月27日）

〈執筆協力会社〉㈱アスティス 医薬情報室

◆販売・授与の制限（毒劇法第24条の２第１号）
摂取､ 吸入し、又は摂取､ 吸入の目的で所持さ
れることを知りながら、興奮、幻覚又は麻酔の作
用を有する毒物劇物又はこれらを含有する物とし
て政令で指定されたもの※2を、販売又は授与した
者は２年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、
又はその併科に処す。

●シアン化合物（毒物）
昭和59年、グリコ・森永事件が発生したことか
ら、通知＊２により譲渡及び交付手続きを厳守する
よう指示されましたが、その後シアン化合物等を
用いた犯罪が後を絶たないため、昭和61年に購入
者の本人確認や販売記録の作成、不審者の警察へ
の通報などを遵守するよう通知＊３が出されました。
ex．シアン化ナトリウム（青酸ソーダ）、シアン化
カリウム（青酸カリ）

＊２��「シアン化合物の適正な管理について」（昭和59年11月５日
付け薬発第865号）

＊３��「爆発性等を有する劇物、シアン化合物等の適正な取扱い
について」（昭和61年12月22日付け薬発第1081号）

●パラコート等の毒物劇物に該当する農薬
昭和60年、パラコート除草剤を混入した清涼飲
料水による無差別殺人事件が発生したことから、
昭和61年に毒物劇物を交付する際、購入者の本人
確認や販売記録の作成、不審者の警察への通報な
どを徹底するよう通知＊４が出されました。
ex．パラコート５％・ジクワット７％混合製剤（毒
物）【商品名：プリグロックスＬ】

＊４��「毒物及び劇物の監視取締りの強化について」（昭和61年１
月28日付け薬発第72号）

●亜ヒ酸等のヒ素化合物（毒物）
平成10年、和歌山カレー毒物混入事件が発生し
たことから、毒物劇物を交付する際、購入者の本
人確認や販売記録の作成、不審者の警察への通報
などを徹底するよう通知＊５が出されました。
＊５��「毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について」（平成

10年7月28日付け医薬発第693号）
〈執筆協力会社〉アルフレッサ㈱ 薬事部
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【表：近視矯正の手術等の方法・手順・特徴】

角膜屈折矯正手術

レーシック イントラレーシック

方
　
法

フラップ作成方法：マイクロケラトーム フラップ作成方法：イントラレースFSレーザー
（1000兆分の1秒という超短時間の光を使った

フェムト秒レーザー）

手
　
　
順

①眼内を洗浄・消毒した
あと、目薬タイプの麻
酔薬で局所麻酔を行
う

②開瞼器で、手術する眼
のまぶたを固定し、角
膜にマーキングした
ことで、術後、フラッ
プを元通り正確な位
置に接着させる

①眼内を洗浄・消毒した
あと、目薬タイプの麻
酔薬で局所麻酔を行
う

②開瞼器でまぶたを開
いて固定し、イントラ
レースFSレーザーを
照射することで空隙
をつくり、連なって平
滑な面のフラップを
作成する

③マイクロケラトーム
を用いて、フラップを
形成

④フラップをめくり、角
膜の実質層にエキシ
マレーザーを数十秒
程度照射し、角膜の屈
折力を調整する

③屈折矯正用のエキシ
マレーザーに移動し、
作成したフラップを
開いてエキシマレー
ザーを照射し、角膜の
屈折力を調整する

④余分な水分や異物など
は洗浄してきれいに取
り除き、消毒をしたあ
とに、フラップを元の
位置に戻す（フラップ
は、自然に接着）

⑤余分な水分や異物な
どは洗浄してきれい
に取り除き、消毒をし
た後に、マーキングに
従ってフラップを元
の位置に戻す（フラッ
プは、自然に接着）

⑥開瞼したまま２分程
度安静にしてから、目
薬を点眼する

⑤開瞼したまま２分程
度安静にしてから、目
薬を点眼する

特
　
徴

◦対応している施設が多い
◦視力回復が早い（術後２～３時間）
◦角膜への負担が少ない
◦強度の近視や乱視には対応できない
◦フラップにずれ、しわができることがある
◦推奨年齢：18歳＜、40歳＞
◦術後視力が低下した場合、ハードコンタクトレンズ
でしか矯正できない
◦厚労省認可

◦コンピュータ制御により、自動照射されるので、医
師の技量に関係なくフラップが均一でずれ難い
◦マイクロケラトームより薄く正確なフラップを作
成
◦通常のレーシックより強度の近視を矯正できる
◦痛みを伴うことがある
◦マイクロケラトームより回復が遅い
◦厚労省認可（レーザーのみ）
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角膜屈折矯正手術

エピレーシック LASEK（ラセック）

方
　
法

フラップ作成方法：エピケラトーム フラップ作成方法：アルコール

手
　
　
順

①眼内を洗浄したあと、
目薬タイプの麻酔薬
で局所麻酔を行う

②開瞼器で、手術する眼
のまぶたを固定し、専
用の器具で角膜の上
皮にマーキングする
ことで、術後、フラッ
プを元通り正確な位
置に接着させる

①眼内を洗浄・消毒した
あと、目薬タイプの麻
酔薬で局所麻酔を行
う

②角膜上皮に専用の器
具でマーキングし、ア
ルコールで約30秒間
浸して角膜上皮をや
わらかくする

③エピケラトームを用
いて、上皮フラップを
シート状に形成する

④フラップをめくり、角
膜の実質層にエキシ
マレーザーを数十秒
程度照射し、角膜の屈
折力を調整する

③洗浄液でアルコール
を流しきったあと、や
わらかくなった角膜
上皮のみで、薄いフ
ラップを作る

④フラップをめくり、角
膜実質層にエキシマ
レーザーを照射して
屈折力を調整する

⑤余分な水分や異物な
どは洗浄してきれい
に取り除き、消毒をし
た後に、マーキングに
従ってフラップを元
の位置に戻す（フラッ
プは、自然に接着）

⑥全体をきれいに洗浄
したあと、薄い上皮細
胞を保護するための
保護用コンタクトレ
ンズを６～７日間装
用する

⑤照射後、フラップを元
の位置に戻す

⑥全体をきれいに洗浄
したあと、薄い上皮細
胞を保護するための
保護用コンタクトレ
ンズを装用する

特
　
徴

◦角膜が薄い方でも可能
◦強度の近視の方にも対応
◦視力の回復が遅い（３日～１ヵ月）
◦角膜混濁の可能性あり
◦厚労省認可

◦角膜の薄い方や強度近視の方にも対応できる
◦ハードなスポーツをする方にも対応できる
◦痛みを伴う
◦角膜変性のリスクがある
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角膜屈折矯正手術

エフレックスPRK カスタムレーシック（オーダーメイド）

方
　
法

フレックススキャン機能を搭載した
エキシマレーザーで角膜を直接削り取る

（フラップなし）

ウェーブフロント
レーシック

眼全体の歪みを計算して
レーザーを照射

トポリンクレーシック
角膜形状から角膜の歪みを
計算してレーザーを照射

手
　
　
順

ウェーブフロントアナライ
ザといわれる解析装置で
データを測定および分析し、
遠視・乱視などについて総合
的に角膜形状解析を行った
データをもとに、ウェーブフ
ロントアナライザがガイド
してレーシック手術を行う

トポグラフィー（角膜形状解
析装置）という低出力のレー
ザー光や赤外線を照射し、角
膜全体の湾曲や形状、角膜表
面の不規則な凹凸や歪みを
測定する装置で解析を行っ
たデータをもとにレーシッ
ク手術を行う

①手術の前に点眼薬で麻酔する

②角膜の表面から直接エキシマレーザーを照
射する

③保護用のコンタクトを３～１週間装用する

特
　
徴

◦格闘技等ハードなスポーツをする人向き
◦角膜が薄い人でも可能
◦フラップのずれがない
◦従来のPRKの遠視化傾向をなくした
◦痛みを伴う
◦角膜上皮が回復し、見えるようになるまで
に１週間程度かかり、視力安定までに数ヵ
月かかる（視力回復：３日～１ヵ月）
◦角膜混濁の可能性あり

◦トポリンクより見え方が
よいことが多い
◦角膜を削る量が増える
◦角膜のゆがみが大きいと
測定できない
◦体調でデータが変動する

◦角膜が原因の乱視矯正に
効果的
◦角膜を削る量が増える
◦眼球全体のゆがみと一致
しないことがある
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有水晶体眼内レンズ 角膜矯正用ハードコンタクトレンズ

フェイキックIOL オルソケラトロジー

方
　
法

眼内にレンズを挿入する
◦前房型：虹彩よりも前にレンズを挿入
◦後房型：虹彩の後（内側）にレンズを挿入

オルソケラトロジーを装用することにより、角膜中
央部の角膜上皮層が菲薄化し、中間周辺部の角膜実
質層が肥厚することで角膜形状が扁平化し、近視を
矯正する

手
　
　
順

ICLレンズ 穴あきICL 【装用前】屈折異常（ピントがあっていない）

虹彩切開術不要
（光がピカピカ光らない）

【装用中】正常な屈折に矯正

①眼内を洗浄・消毒した
あと、目薬タイプの麻
酔薬で局所麻酔を行う

②約3㎜の角膜を切開

【装用後】矯正された形を保持

③レンズを眼内へ挿入し
虹彩と水晶体の間に固
定〔後房型〕

④レンズを正確な位置に
調整し、縮瞳薬を点眼
する

特
　
徴

◦厚さや近視の強度に関係なく手術できる
◦長期視力が安定している
◦視力の質がエキシマレーザーよりクリア
◦手術で問題があった場合、レンズを取り外せる
◦術後ドライアイにならない
◦オーダーメイドなので値段が高い
◦厚労省認可（後房型〔スタージャパン社〕）

◦視力補正効果持続時間：8～36時間（個人差有）
◦昼間は裸眼で過ごせる
◦手術の必要がない（角膜を傷つけないですむ）
◦装用を中止すれば角膜形状は元に戻る（2～3日）
◦弱い近視しか矯正できない
◦見え方が眼鏡やコンタクトレンズより劣る
◦定期的な検査が必要
◦推奨年齢：20歳以上

レンズ

網膜

屈折異常
水晶体

正常な屈折に矯正

オルソ
ケラトロジー

角膜


