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Question No.1654

外用薬の中に「第４類」「アルコール類」と表
記されているものがありますが、何を意味し
ていますか？　　　　　　　（2016年1月）

Answer

「第４類」「アルコール類」と表記されている製品
は、「消防法」で規定する「危険物」であることを示
しており、同法では「危険物」を下表のとおり分類
しています。

この表示がある製品は引火性が高く、転倒防止
や火気の近くに置かない等の対策が必要です。「消
防法」の適用を受ける数量を「指定数量」と呼び、危
険性が高いものについては指定数量の数値が小さ
く、低いものは数値が大きくなっています。指定

数量以上の危険物を貯蔵する場合は、危険物取扱
者を配置し、危険物貯蔵所設置許可が必要です。

また、指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱
いの基準は、市町村条例で定められています。例
えば、「名古屋市火災予防条例」では、指定数量の

「１／５以上で、かつ指定数量未満」の数量を貯蔵
する場合は、「少量危険物貯蔵・取扱い開始届」の提
出が必要です。

ちなみに、「第４類」「アルコール類」の指定数量
は「危険物の規制に関する政令 別表第三（第一条の
十一）」において、400リットルと定められています。

【参考資料】
１）消防法 別表第一
２）総務省消防庁ホームページ
〈執筆協力会社〉アルフレッサ㈱ 愛知物流センター

危険物の分類1）と特性2）

類別 性質 品名 特性

第
１
類

酸化性固体

塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、
臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩
類、重クロム酸塩類、その他のもので政令で定めるもの、
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

そのもの自体は燃焼しないが、他の
物質を強く酸化させる性質を有する
固体であり、可燃物と混合したとき、
熱、衝撃、摩擦によって分解し、極
めて激しい燃焼を起こさせる。

第
２
類

可燃性固体

硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、
その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもの
のいずれかを含有するもの、引火性固体

火災によって着火しやすい固体又は
比較的低温（40℃未満）で引火し
やすい固体であり、出火しやすく、
かつ、燃焼が速く消火することが困
難である。

第
３
類

自然発火性物質
及び禁水性物質

カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキ
ルリチウム、黄りん、アルカリ金属（カリウム及びナト
リウムを除く）及びアルカリ土類金属、有機金属化合物

（アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く）、
金属の水素化物、金属のりん化物、カルシウム又はアル
ミニウムの炭化物、その他のもので政令で定めるもの、
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

空気にさらされることにより自然に
発火し、又は水と接触して発火し若
しくは可燃性ガスを発生する。

第
４
類

引火性液体 特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、
第三石油類、第四石油類、動植物油類

液体であって引火性を有する。

第
５
類

自己反応性物質

有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロ
ソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジンの誘
導体、ヒドロキシルアミン、ヒドロキシルアミン塩類、
その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもの
のいずれかを含有するもの

固体又は液体であって、加熱分解な
どにより、比較的低い温度で多量の
熱を発生し、又は爆発的に反応が進
行する。

第
６
類

酸化性液体
過塩素酸、過酸化水素、硝酸、その他のもので政令で定
めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するも
の

そのもの自体は燃焼しない液体であ
るが、混在する他の可燃物の燃焼を
促進する性質を有する。
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Question No.1655

インスリン製剤は使い始めて期限内であれば
使えますか？　　　　　　（平成27年12月）

Answer

多くの薬は適切な保管方法を行うことで外箱の
使用期限を目安に使用できます。しかし、インス
リンは外箱と本体に記載してある期限の他、添付
文書に「使用開始後は○○日以内、○○週間以内…
等に使用すること」とあるので注意が必要です。そ
こで各製剤の使用開始後の有効期間についてまと
めました。
１）日本薬剤師会作成の「平成23年５月改定のイン

スリン製剤の調剤にあたっての留意事項及び薬
剤交付時の説明事項」の中に製剤ごとの（保管方
法）に関する解説があります。

【使用開始後の保管】
不用意な落下を防ぐため、使用開始後は、専用の

ケースに入れて保管する。また、机上に置く際など
には回転しないように正しい置き方を厳守する。
①カートリッジ製剤

使用中はカートリッジを専用のインスリンペン
型注入器に装着（針は必ず外す）したままにし、冷

蔵庫では保存しない。使用開始後は、遮光して室
温保存する。

インスリン製剤により、使用開始後の使用期限
が異なる。
②キット（プレフィルド）製剤

使用開始後は、冷蔵庫に保存しない。針は必ず
外し、遮光して室温保存する。

インスリン製剤により、使用開始後の使用期限
が異なる。
③バイアル製剤

使いかけの瓶はなるべく冷蔵庫に入れる。開封
後は１ケ月をめどに使用する。
２）インスリン製剤の使用開始後の有効期間を

PMDAの医薬品添付文書、インタビューフォー
ムを調べて一覧表にしました。
表１）参照

参考資料
１）インスリン製剤の調剤にあたっての留意事項及び薬

剤交付時の説明事項（使用方法、保管方法）に関する
解説、平成23年５月改訂、日本薬剤師会

２）医薬品添付文書（PMDA利用）
３）医薬品インタビューフォーム（PMDA利用）

〈執筆協力会社〉シーエス薬品㈱ 岐阜支店

使用開始後の有効期間
表１）

＊メーカー名 製品名 添付文書　改定年月 製剤 使用開始後
有効期間

リリー インスリン　グラルギンBS注カート「リリー」 2015. ３ 第２版 カートリッジ 28日以内
リリー インスリン　グラルギンBS注ミリオペン「リリー」2015. ３ 第２版 プレフィルド 28日以内
リリー ヒューマリン３／７注100単位／mL 2012. ７ 第15版 バイアル 28日以内
リリー ヒューマリン３／７注カート 2013. ４ 第15版 カートリッジ 28日以内
リリー ヒューマリン３／７注ミリオペン 2013. ４ 第15版 プレフィルド 28日以内
リリー ヒューマリンN注100単位／mL 2012. ７ 第14版 バイアル 28日以内
リリー ヒューマリンN注カート 2013. ４ 第15版 カートリッジ 28日以内
リリー ヒューマリンN注ミリオペン 2013. ４ 第15版 プレフィルド 28日以内
リリー ヒューマリンＲ注100単位／mL 2015. ３ 第15版 バイアル 28日以内
リリー ヒューマリンＲ注カート 2015. ３ 第16版 カートリッジ 28日以内
リリー ヒューマリンＲ注ミリオペン 2015. ３ 第16版 プレフィルド 28日以内
リリー ヒューマログN注カート 2012. ７ 第９版 カートリッジ 18日間
リリー ヒューマログN注ミリオペン 2012. ７ 第９版 プレフィルド 18日間
リリー ヒューマログミックス25注カート 2012. ７ 第10版 カートリッジ 28日間
リリー ヒューマログミックス25注ミリオペン 2012. ７ 第10版 プレフィルド 28日間
リリー ヒューマログミックス50注カート 2012. ７ 第10版 カートリッジ 28日間
リリー ヒューマログミックス50注ミリオペン 2012. ７ 第10版 プレフィルド 28日間
リリー ヒューマログ注100単位／mL 2012. ７ 第11版 バイアル 28日以内
リリー ヒューマログ注カート 2012. ７ 第12版 カートリッジ 28日以内
リリー ヒューマログ注ミリオペン 2012. ７ 第12版 プレフィルド 28日以内
ノボ トレシーバ注フレックスタッチ 2015. ８ 第３版 プレフィルド ８週間以内
ノボ トレシーバ注ペンフィル 2015. ８ 第３版 カートリッジ ８週間以内
ノボ ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 2013.11 第11版 プレフィルド ４週間以内
ノボ ノボラピッド30ミックス注ペンフィル 2013.11 第11版 カートリッジ ４週間以内

インスリン製剤
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＊メーカー名 製品名 添付文書　改定年月 製剤 使用開始後
有効期間

ノボ ノボラピッド50ミックス注フレックスペン 2013.11 第５版 プレフィルド ４週間以内
ノボ ノボラピッド70ミックス注フレックスペン 2013.11 第５版 プレフィルド ４週間以内
ノボ ノボラピッド注100単位／mL 2013.11 第11版 バイアル ４週間以内
ノボ ノボラピッド注イノレット 2013.11 第12版 プレフィルド ４週間以内
ノボ ノボラピッド注フレックスタッチ 2013.11 第12版 プレフィルド ４週間以内
ノボ ノボラピッド注ペンフィル 2013.11 第11版 カートリッジ ４週間以内
ノボ ノボラピッド注フレックスペン 2013.11 第12版 プレフィルド ４週間以内
ノボ イノレット30R注 2015. １ 第16版 プレフィルド ６週間以内
ノボ ノボリン30R注フレックスペン 2015. １ 第16版 プレフィルド ６週間以内
ノボ ノボリンN注フレックスペン 2015. １ 第15版 プレフィルド ６週間以内
ノボ ノボリンR注100単位／mL 2015. １ 第15版 バイアル ６週間以内
ノボ ノボリンR注フレックスペン 2015. １ 第15版 プレフィルド ６週間以内
ノボ レベミル注イノレット 2013.11 第８版 プレフィルド ６週間以内
ノボ レベミル注フレックスペン 2013.11 第８版 プレフィルド ６週間以内
ノボ レベミル注ペンフィル 2013.11 第８版 カートリッジ ６週間以内
サノフィ アピドラ注100単位／mL 2014.10 第６版＊1 バイアル ４週間
サノフィ アピドラ注カート 2014.10 第５版 カートリッジ ４週間
サノフィ アピドラ注ソロスター 2014.10 第５版 プレフィルド ４週間
サノフィ ランタスXR注ソロスター 2015. ９ 第２版 プレフィルド ６週間
サノフィ ランタス注100単位／mL 2015. ９ 第９版 バイアル ４週間
サノフィ ランタス注カート 2015. ９ 第13版 カートリッジ ４週間
サノフィ ランタス注ソロスター 2015. ９ 第９版 プレフィルド ４週間

＊メーカー名（表中略称）リリー：日本イーライリリー㈱，ノボ：ノボノルディスク ファーマ㈱，サノフィ：サノフィ㈱
＊医薬品添付文書参照，平成27年12月現在，詳細については医薬品添付文書参照
＊1 　医薬品インタビューフォーム参照，平成27年12月現在，詳細については医薬品インタビューフォーム参照


