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1) 日本中毒情報センター活動概要

2) 中毒110番受信状況

3) 不慮の誤飲事故 -小児と高齢者-

4) 家庭でできる応急手当 ＜ビデオ＞

5) 家庭内で起こる中毒事故の予防

日本中毒情報センター
活動概要

中毒 Poisoning

急性中毒と慢性中毒

局所作用と全身作用

一次作用と二次作用

外来性物質 健康障害
（生体機能障害）

体内摂取

経口・吸入・経皮
眼、注射…

毒物 Poison 中毒 Poisoning

医療用医薬品 >20,000
一般用医薬品 >18,000
農薬 >5,400
家庭用品 >200,000

身のまわりの化学物質

公益財団法人 日本中毒情報センター

欧米のpoison control center 設立年
1956年（昭和３１年） アメリカ
1959年（昭和３４年） フランス
1963年（昭和３８年） イギリス

日本救急医学会が中心となり、約10年間におよぶ設
立準備期間を経て、厚生省健康政策局指導課所管の
財団法人として1986年（昭和61年）に設立

設立目的：化学物質等の成分によって起こる急性中毒について、
広く一般国民に対して啓発や情報提供等を行い、我が国の医療
の向上を図るとともに、広く公益に寄与すること

平成24年4月1日： 公益財団法人 日本中毒情報センターに
移行登記

日本中毒情報センターの事業内容

 化学物質による急性中毒の問い合わせに対する回答
（中毒110番）
実際に事故が発生している場合に限定し、365日24時間対応
薬剤師・獣医師が対応、医師（臨床中毒）が支援

対象 ・ 家庭用化学製品（家庭用品）
・ 医薬品（過量投与、適応外投与、投与経路ミスなど）
・ 農業用品（農薬）
・ 自然毒（ヘビ、水生生物、植物、きのこなど）
・ 工業用品
・ 食品、いわゆる脱法ドラッグ類など

 中毒情報に関する資料の収集と整備

 中毒症例の収集と解析、中毒に関する統計の作成

 中毒防止に関する啓発・教育活動

 中毒に関する教育・研究の支援

 国内外の毒性情報関連機関との連絡調整
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情報提供の方法 １

 たばこ誤飲事故専用電話（テープによる回答） ２４時間

072-726-9922

 化学テロ専用ホットライン（消防、警察、保健所） ２４時間

大阪中毒１１０番 ２４時間、３６５日

つくば中毒１１０番 ９時～２１時、３６５日

一般市民専用電話 072-727-2499
医療機関専用電話（2000円/件） 072-726-9923
賛助会員専用電話 非公開

一般市民専用電話 029-852-9999
029-851-9999医療機関専用電話（2000円/件）

賛助会員専用電話 非公開

中毒110番相談電話

情報提供の方法 ２

 ホームページ（一般市民向、医療従事者向）

http://www.j-poison-ic.or.jp./

 中毒情報データベース

（賛助会員専用）

 中毒情報関連書籍・小冊子

・パンプレット・DVD

・新書籍 「発生状況からみた

急性中毒 初期対応のポイント」

中毒１１０番 情報提供の手順

１．中毒事故状況の把握
患者 ：年齢、性別、体重、状態 （症状発現の有無等）

原因物質 ：商品名、成分・組成、用途、商品の形態

事故の状況 ： 曝露経路、摂取量（曝露量）

発生時刻、経過時間

意図的か不慮の事故か など

２．資料の検索
中毒起因物質の特定

中毒情報の確認

３．中毒情報の提供
一般市民

医療機関

その他（薬局、消防、学校、高齢者施設等）

中毒１１０番 回答方法

 一般市民・その他 →応急手当と、受診の必要性のアドバイス

「直ちに受診」

「経過観察後受診」

 医療機関

毒性、体内動態、症状、治療など専門的な情報

JPIC中毒情報データベースおよび海外の毒性データベース、
国内外の書籍や文献等を基に回答

中毒情報データベースの基本骨格

０．概要

１．名称

２．分類コード

３．成分・組成

４．製造会社

５．性状・外観

６．用途

７．法的規制事項

８．毒性

９．中毒学的薬理

作用（毒性機序）

１２．治療法

１）基本的処置

２）対症療法

３）特異的治療法

１３．中毒症例

１４．分析法

１５．その他

１６．作成日

１０．体内動態
１）吸収
２）分布
３）代謝
４）排泄

１１．中毒症状
１）循環器系症状
２）呼吸器系症状
３）神経系症状
４）消化器系症状
５）肝症状
６）泌尿器系症状
７）その他

薬剤師が国内外の文献やデータ
ベース等を基に作成し、中毒専門
医の査読を受けた情報

科学技術庁「ネットワーク共用による化合物等の利用高度化に関する研究」で提唱された様式等に基づく項目

データベースの構成 (情報検索システムと症例収集システム)

中毒情報処理
検索システム

受付登録DB

症例DB
追跡症例、文献症例

(約4万5千件）

中毒情報支援DB
[索引用]

診断補助D/B
[症状、検査]

成分別
中毒情報DB

製品情報DB基本治療DB
[処置方法]

[解毒剤・分析]

（約15万件）

（約5万件） （約1,000件）

(約130万件）
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「中毒110番」受信状況

件数／人口10万人

10-19件

20-29件

中毒110番受信状況
－都道府県別件数（2016年）－

30-39件

急性中毒に関する問い合わせ件数
34,201 件

問い合わせ者

一般市民

医療機関

その他
（薬局・消防・学校・

高齢者施設等）

40-49件

50-59件

1-9件

89.1%

8.4%

2.5%

中毒事故発生時刻分布（2016年）

母親が家事で忙しい時間帯に事故が多い？

起因物質別受信状況（2016年）
年齢層別、起因物質カテゴリー別

家庭用品：たばこ、化粧品、洗剤・洗浄剤、乾燥剤、文具類、家庭用殺虫剤、芳香消臭剤等
医療用医薬品 ：催眠鎮静薬、感冒薬、解熱鎮痛薬、循環器用薬、外皮用薬等
一般用医薬品 ：解熱鎮痛剤、感冒薬、整腸剤、下剤、外皮用薬等
農業用品：殺虫剤、殺菌剤、除草剤、殺そ剤、肥料、展着剤等
自然毒 ：ジャガイモの芽～トリカブトなどの植物、きのこ、ヘビ、ハチ、フグ、オコゼ等
工業用品：灯油、有機溶剤、化学薬品、重金属、自動車用品、木材防腐剤等
食品、他 ：エタノール含有食品、塩・醤油、香辛料、スポーツ関連用品、催涙スプレー等

各年齢層における起因物質（2016年）

家庭用品（化粧品,たばこ,洗剤,乾燥剤,文具,殺虫剤,芳香剤など） 医療用 一般用

農業用品

工業用品

医療用医薬品

医療用医薬品

医療用

一般用医薬品

一般用

一般用

一般用

一般用

家庭用品

家庭用品

家庭用品

家庭用品

家庭用品

家庭用品

構成比

医療用

医療用

医療用

自然毒

食品、その他

起因物質別 受信までの症状の有無（2016年）

症状あり

症状あり

症状あり

症状あり

症状あり

症状あり

症状あり

症状あり

症状なし

症状なし

症状なし

症状なし

症状なし

症状なし

症状なし

症状なし

不
明

構成比
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小児の中毒事故
～最近の話題 家庭用品～

5歳以下の小児の事故 （274,938件／10年間）

問い合わせが多い家庭用品等 トップ23
たばこ

乾燥剤
芳香剤・消臭剤・脱臭剤

保冷剤

乾電池

昆虫忌避剤

衣料用洗剤
肥料

防虫剤
基礎化粧品（クリーム）

クレヨン・パステル
ホウ酸団子

石鹸

塩素系漂白剤
鮮度保持剤

シャボン玉液

化粧水
マニキュア類

食器洗い用洗剤

0 5,000 10,000 15,000 25,000 30,000

医療機関からの問い合わせ

家庭からの問い合わせで受診を勧めた

家庭からの問い合わせで経過観察を勧めた等

問い合わせ件数（件）

ボタン型電池

ピレスロイド含有殺虫剤

接着剤・のり

トイレ用洗浄剤

たばこの誤飲事故
－よくある事故発生状況－

1)紙巻たばこ （2cm以上摂取した可能性があれば受診を勧めている）

・テーブルの上に置いてあった たばこの箱から、たばこを取り出して、

食べた。

・座卓の上に置いてあった灰皿の中のスイガラをいたずらして、

数本食べた。

・公園に落ちていたスイガラを、口に入れた。

2)たばこの浸漬液 （なめた程度以上であれば受診を勧めている）

・灰皿に水を入れていた。濡れた状態のスイガラを食べた。

・ジュースの缶を灰皿代わりに使用していた。

少量のジュースの中にスイガラが数本入っていた。それを

知らずに飲んでしまった。

→ニコチン中毒：悪心、嘔吐、流涎、顔面蒼白、興奮、痙攣など

紙巻たばこ1本に、9～28mgの
ニコチン（抽出量）を含む

新しい（無煙たばこ）製品に関するJPICの受信状況

従来のたばこ（燃焼させて煙を吸うタイプ）・・・副流煙の問題

新しいたばこ製品（無煙たばこ）が登場

○加熱式たばこ（燃焼させずに加熱して蒸気を吸う）

○非加熱式たばこ

日本中毒情報センター（JPIC）

でも、2016年に入り、無煙たばこ

の問い合わせ件数が増加

加熱式たばこ(国内販売品）

2014年11月地域限定販売
2016年4月全国発売開始

新しいたばこ製品 （無煙たばこ）

（１）紙巻たばこ形

2016年12月地域限定で発売開始
2017年7月から発売地域拡大

（２）カプセル形

患者年齢別受信件数（0～2歳代、n=368）

0歳10ヶ月が最も多く、0歳7ヶ月～1歳2ヶ月が約8割＝燃焼式たばこと同様

燃焼式たばこ
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医療機関へ追跡調査し得た症例

9ヶ月、男児

テレビ台の上に置いてあった加熱式たばこの

紙巻たばこ形製品を1本飲み込んだ。

発見時には口の中にフィルターのみ残っており、

たばこ葉の部分を全量（約12mm）飲み込んだと推測された。

摂取1時間後の受診時、顔色不良で活気なく、

直ちに胃洗浄を行った。胃洗浄で回収した胃内容物では、

通常の燃焼式たばこより破片が細かな印象であった。

その後は症状なく経過し、翌日完治退院した。

小児のたばこ誤食事故への初期対応

たばこそのものを食べた場合は 30 分～ 2 時間程度で症状を生じるが，

浸漬液ではもっと早く，15 分以内である。

口の中のものを取り除いて，口をすすぐ。

たばこの葉の場合，積極的に水分をとることは避けたほうがよい（たばこの葉から

ニコチンが溶出し吸収されやすくなる）。

【直ちに受診】

嘔吐，顔面蒼白などがある場合。たばこ浸漬液を摂取した場合

【念のため受診】

使用前後にかかわらず，加熱式や非加熱式たばこのカートリッジを飲み込んだ場合
非加熱式のポーションを長時間口に入れたり飲み込んだりした場合

【経過観察】

加熱式たばこや非加熱式たばこのカートリッジをなめた程度，吸殻のフィルターを食
べたなどで，症状がない場合（症状が出やすい4 時間まではとくに注意し，吸収され
たニコチンが尿中に排泄される時間を考慮して24 時間は経過観察する）

中毒事故の危険性 洗剤類 写真と種類

酸性・アルカリ性 洗剤類 中性・弱酸性・弱アルカリ性 洗剤類

塩素系 洗剤類
（酸性洗剤と混ぜると塩素ガス発生）

洗剤・洗浄剤

・洗濯用洗剤（粉末、弱アルカリ性、界面活性剤）

1歳2か月男児が、洗濯洗剤をいたずらして頭からかぶった。

30分後の受診時に咽頭粘膜の発赤、眼球結膜の充血、角膜

のびらん、眼瞼結膜の浮腫がみられた。

・食器用洗剤（液体、中性、界面活性剤）

シャボン玉遊びのために、食器用洗剤を希釈して使用した。

2歳7か月男児が、誤って飲み込んでしまい、咳が続いている。

・カビ取り用洗浄剤（液体、アルカリ性、次亜塩素酸ナトリウム等）

歯ブラシにカビ取り剤をつけて使用した後、そのまま放置して

いたら、1歳男児が歯ブラシをしゃぶっていた。症状はなかった。

洗剤・洗浄剤（最近の話題）

洗濯用洗剤（1回分のパック型液体、中性、界面活性剤）

・2歳女児が取りだしたパックを10ヵ月女児が触るうちに

洗剤が漏れ出て手と口に付着した。

・1歳11ヵ月女児が自分で容器のふたを開けて取り出し、

かじって漏れた洗剤を飲んだ。

・5歳男児が握りつぶして飛んだ洗剤が眼に入った。

症例：9ヵ月男児

高いところにあった容器が落下し、洗剤が出た。嘔吐3回、下痢1回、
咳き込みがあり、2時間後に救急搬送された。吸気時に軽度のラ音、
呼気時に喘鳴があった。受診後、全身に紅斑が出現、6時間程度で消
退した。補液し、経過観察を行い、第4病日に退院した。

中毒事故の危険性 家庭用殺虫剤 種類

蚊取り線香・蚊取りマット 液体蚊取り

殺虫スプレー
ベイト剤（ホウ酸団子など）
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家庭用殺虫剤

・アリ用殺虫剤（ヒドラメチルノン顆粒）

1歳9か月男児が出窓に登り、置いてあった殺虫剤を振りまわ

したため、中の顆粒が飛び出し、少量口に入った。症状は

なかった。

・ホウ酸団子

11か月男児が、ホウ酸団子を1個食べた。吐かせて、1時間後

に受診した。受診時に症状はなかったが、第7病日に軽度の

肝機能検査値異常、第9病日に下痢（潜血）が出現した。第11

病日に退院した。

家庭用殺虫剤（最近の話題）

ワンプッシュ式殺虫剤（エアゾール）

一度の噴射で長時間効果が持続するバリアー用エアゾール

（ワンプッシュ式蚊取り等）を、虫除けスプレーと誤って使用

したという事故や、置き方タイプを誤って噴射したという事故

が増加している。

＊皮膚の痛み、発赤、やけどなどの症状が出現しており、

取り間違えに注意が必要である。

中毒事故の危険性 防虫剤 写真と種類
パラジクロルベンゼン

樟脳

ナフタリン

ピレスロイド剤

防虫剤

・パラジクロルベンゼン

衣替え中、碁石型の防虫剤をだして床に置いておいたら、

1歳5か月女児が袋を破いて1/3個食べてしまった。症状は

なかった。

・ナフタレン

6か月男児が人形用防虫剤（粉）の袋を破き、その粉が口の

周辺、顔面、頭髪に付着していた。3時間後の受診時は、

無症状であったが、第5病日に発赤斑、第6病日に溶血が

出現した。第14病日に退院した。

化粧品 除光液 1歳11ヵ月

現病歴：

除光液(成分：アセトン）が減っていることに母親が気づき、

患児の口元から除光液の匂いがするため受診した。

経 過：

受診時、異常所見なく無症状であったが、血液ガス検査で

代謝性アシドーシス、血液検査でアセトンの吸収によると

考えられるケトン体値の上昇が認められた。

活性炭と下剤を投与し、輸液を行ない、経過観察入院と

なった。翌日にはアシドーシスは改善し退院となった。

灯 油 9ヵ月、女児

・灯油ポンプをいたずらして誤飲した。

母親が何度も吐かせた。しだいに意識が混濁したため

受診した。

・受診時に（誤飲30分後）、昏迷状態、呼吸困難、

軽度チアノーゼを認めた。

直ちに酸素吸入後、挿管により呼吸管理を行った。

胸部レントゲン検査により誤嚥性肺炎を確認した。

翌日より次第に意識状態は改善し、第14病日に退院した。
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コイン形電池 1歳7ヵ月、男児

現病歴：

リモコンの電池が無くなっているのに気づき、咳をしていため、

誤飲から約4時間後に受診した。

経 過：

胸部レントゲン検査で、食道第一狭窄部付近に、直径20mmのコイン形

電池が停滞していることが判明した。

直ちにX線透視下でFoley balloon catheterを用い摘出を試みたが、

電池が強固に食道壁に密着して摘出不可能であり、続いて内視鏡で

生検かん子を用いて摘出を試み、8時間後に摘出した。

電池はコイン形リチウム電池で表面の腐食が始まっていた。

停滞部分の食道粘膜は発赤し、潰瘍形成が認められた。

3週間後の内視鏡検査では潰瘍は治癒傾向にあったが、狭窄は残存

していた。

ボタン電池

9か月、女児
現病歴：アリカリマンガン電池を1個飲み込んだ。

経 過：1時間30分後の受診に、レントゲン検査で胃部に確認した。

24時間電池の移動がなかったため、全身麻酔下で内視鏡で

摘出した。胃に浅い潰瘍とびらんがあり、点状発赤が散在していた。

3歳、男児
現病歴：家人が時計の電池を交換して、古い電池を放置していた。翌日に

くしゃみが、 3日後に右鼻腔から膿性鼻漏が出現したため受診した。

経 過：鼻腔にボタン電池が発見され摘出された。鼻腔粘膜のびらんが

ひどく、41日目には鼻中隔穿孔が出現した。

穿孔はやや縮小したものの、3年後も不変であった。

小児の誤飲事故の特徴

１．手の届くところに置いてあるものを
手当たり次第に口にする（月齢-高さ）
例）テーブルの上のたばこ。床置きの殺虫剤。

化粧台の化粧品。洗面台や流しの下の洗剤。

２．興味の対象になるものを誤食

例)きれいな色のクレヨンや医薬品。観葉植物の葉や実。

３．模倣行動によって発生

例）母親が化粧する様子。上の子のシャボン玉遊び。

４．保護者がちょっと目を離したすきに発生

例）電話中に。入浴中に。隣の部屋にいた間に。

小児の誤飲事故の予防
子供の年齢に応じて注意の対象も変わります

年 齢 注意すべき対象（後始末や保管管理）

６か月～

１２か月

床や畳など、低い位置のものに注意。

たばこ、植木鉢の肥料、バケツの中の洗剤液

１歳～２歳

子供の目線の高さにあるものにも注意。

洗面台や流しの下の洗剤、シャボン玉液など玩具

使用後の灯油ポンプ、鏡台の前の化粧品

３歳～５歳

高い場所にも注意が必要。

（行動範囲が広くなります）

食器棚の上の救急箱、引き出しの中の医薬品

冷蔵庫の中のシロップ薬、流しの漂白中のコップ

誤飲しやすいものは、目と手の届かないところへ

不慮の誤飲事故
ー高齢者の中毒事例ー

高齢者の誤飲・誤食

問い合わせが多い家庭用品等 トップ20

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

乾燥剤・鮮度保持剤
芳香剤・消臭剤・脱臭剤

義歯洗浄剤
塩素系漂白剤

石けん
防虫剤

食器洗い用洗剤
保冷剤

使い捨てカイロ、保温剤
紙おむつ

衣料用洗剤
たばこ

トイレ用洗浄剤
入浴剤

ガソリン
肥料
灯油

化粧水
ホウ酸団子
シャンプー

医療機関からの問い合わせ

家庭からの問い合わせで受診を勧めた

家庭からの問い合わせで経過観察を勧めた等

問い合わせ件数（件）

（不凍液）

（石灰乾燥剤）

（髙吸水性ポリマー）

（髙吸水性ポリマー）
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生石灰
82歳、女性、既往歴：認知症

現病歴：

認知症で入院中に、あめの袋に入っていた

生石灰（酸化カルシウム）1/2袋を食べ、

10分後に嘔吐した。

経 過：

口唇腫脹、口腔びらん、出血、化膿と症状が

進行した。

輸液、抗生物質投与、口腔の処置を行い、

1週間後に治癒した。

義歯洗浄剤

73歳、女性
現病歴：

1錠を内服薬と間違えて飲んでしまった。
すぐに吐き出したため、8割位は残っていたが、
その後、嘔吐した。

93歳、女性、既往歴：認知症
現病歴：

ベッドの下に入れていた義歯洗浄剤を
取り出して、数錠～十数個食べた様子があり、
嘔吐しているところを発見され、受診した。

芳香剤（ゲル状）

65歳、男性、既往歴：認知症

現病歴：

家人が買い物に行っている間に、自動車内で

食品のゼリーに似た概観の車用芳香剤を

誤食した。

経 過：

受診時、傾眠、嘔気、嘔吐があり、誤嚥性肺炎を

併発していた。

芳香剤による中毒は軽微であったが、誤嚥性

肺炎の治療のため１か月入院した。

芳香剤（ビーズ状高吸水性ポリマー）

85歳、男性、既往歴：認知症

現病歴：

高齢者施設にて認知症のある入居者が、ビーズ状の

芳香剤を誤食した。

経 過：

第4病日に、昏睡、ショック、低酸素血症となり、

胸部CT検査にて気管支、食道に大量の芳香剤を認め、

除去した。

意識レベル、呼吸状態は回復したが、食道粘膜損傷が

残存した。

石けん
86歳、女性、既往歴：認知症

現病歴：

餅と思って、石けんを1個全部食べてしまった。

唇の腫れに気づき受診した。

経 過：

受診時に、嘔吐、腹痛、咽頭喉頭部腫脹、発赤、

びらんが著明であった。

胃内視鏡検査では胃体部～胃前庭部にかけて

広範な発赤、びらんが認められた。

保存的に治療し、1週間後に軽快した。

高齢者の誤飲事故の特徴と予防

１．義歯洗浄剤、介護用品など高齢者特有の製品での誤飲

事故が発生している

→頻度の高い製品や事故発生状況を把握して、具体的に

啓発活動を行う

２．誤飲程度では通常症状が発現しない毒性の低い製品でも、

大量に摂取してしまうことにより、中毒症状が発現する

→高齢者や介護者のための製品表示や製品改良などを

企業と連携して考える

（例：食品に添付されている乾燥剤や鮮度保持剤を、ふりかけと

思ってかけた → 見やすい大きな表示、外袋に接着するなど）
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家庭でできる応急手当

「中毒110番/応急手当の基礎知識」
DVD視聴

＜家庭でできる応急手当 I＞

１．経口摂取
催吐について
・これまで、中毒物質を経口摂取した場合は､通常、
中毒物質除去のため､水または牛乳を飲ませて
吐かせることが勧められてきた。

・しかし､家庭内での成功率は30％程度という報告や、
催吐の有効性自体が明らかではなく、逆に、吐物に
より窒息したり、肺へ誤嚥する危険性などから、
現在では勧められていない。

・催吐が禁忌の場合や､水または牛乳（乳製品）を
与えてはいけない場合があるので、注意が必要である｡

（１）催吐禁忌の場合

 意識がない、または痙攣を起こしている場合
吐物により窒息や誤嚥性肺炎を起こす

 強酸・強アルカリ等刺激性の強い製品
（漂白剤､トイレ･パイプ･換気扇用洗浄剤等）
腐食性や強刺激性のため食道粘膜に火傷を起こす

 有機溶剤を含む製品
（灯油､ベンジン､殺虫剤などの乳剤等）
粘度が低く､揮発性が高い有機溶剤は､気管に入り､
誤嚥性肺炎を起こす

 痙攣を起こす成分を含む製品
（防虫剤－樟脳（カンフル）等）
催吐時の刺激のため痙攣が誘発される恐れがある

 ６ヶ月以下の乳児
 鋭利なものを飲み込んだ場合

（２）牛乳(乳製品)を飲ませてはいけない製品

・防虫剤（樟脳（カンフル）､ナフタリン、
パラジクロルベンゼン）

脂溶性が高いため､乳脂肪に溶け吸収が促進
されるため

（３）水も牛乳(乳製品)も飲ませない製品
・たばこ

成分のニコチンが水分に溶けだし､吸収が促進
されるため

・有機溶剤を含む製品
嘔吐の誘発(誤嚥の可能性)や､有毒成分の吸収が
促進されるため

（４）できれば牛乳を飲ませる製品

・強酸・強アルカリ製品（漂白剤､トイレ用･パイプ用･

換気扇用洗浄剤など）

・石鹸､洗剤類（食器用､洗濯用など）

・乾燥剤（生石灰、塩化カルシウム、シリカゲル）

刺激された粘膜保護のため

成分と反応して刺激を減弱する

アルカリに対して酸、酸に対してアルカリで

中和はしない（発熱反応をおこすため）

＜家庭でできる応急手当 II＞

２．吸入した場合

新鮮な空気の場所へ移動させ､安静にさせる。

３．眼に入った場合

流水で１０分以上洗い流す｡

４．皮膚についた場合

中毒物質の付着した着衣はぬがせ､石鹸と

大量の水で２回以上洗う｡

応急処置後、何らかの症状があれば、

医師の診察を受ける
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たばこの浸出液
化粧品類：マニキュア除光液、パーマ液、染毛剤
洗剤類 ：塩素系漂白剤

酸性・アルカリ性洗浄剤
殺虫剤 ：ホウ酸団子、うじ殺し
乾燥剤 ：生石灰
防虫剤 ：ナフタリン、樟脳（カンフル）
灯油、ベンジン
塗料、シンナー
乾電池・ボタン電池
医薬品
農薬（園芸用品）
自然毒（植物、きのこ、咬刺傷等）

摂取した場合
医師の診察を受けるべき物質

少量であれば
家庭で経過観察してよい物質

たばこ ：2cm以下（乾いた葉の部分）

化粧品 ：口紅、乳液、クリーム、ファンデーション等

ベビー用品：ベビー用化粧品、紙おむつ、沐浴剤等

洗剤類 ：石けん、中性洗剤、シャンプー、リンス等

殺虫剤 ：蚊取り線香・マット、液体蚊取り（なめた程度）

その他 ：シリカゲル乾燥剤、鮮度保持剤、水銀体温計、

無臭タイプ（ピレスロイド）防虫剤、芳香・消臭剤、

幼児・学童用文具類、植物活力剤、ろうそく等

医薬品 ：おむつかぶれ用軟膏、整腸剤、抗生物質等

家庭内で起こる中毒事故の予防

家庭内で起こる中毒事故の予防

１．整理整頓、使用後の始末をしっかりする

２．使用方法・使用量を守る

３．正しい知識をもつ

１．整理整頓、使用後の始末
をしっかりする

１）家庭用品・医薬品等の保管に注意する
・それぞれ別にして一定の場所に(高さも考慮する）

・小児や認知症の高齢者の目も手も届かない場所に

（特に小児は直径39mm以下のものに注意する）

・食品と区別して保管する（特に冷蔵庫など）

２）容器は移し替えない(特に食品の容器）

３）使用後はしっかり蓋をする
＜誤飲防止キャップの製品を使用＞

４）使い方がわからなくなったものや

ラベルの剥がれたものは全て廃棄する

誤飲防止チェカー

２．使用方法・使用量を守る
(誤使用による事故を防ごう）

 使用前には必ずラベルを見て、
使用方法，使用量を確認する

 化学製品は混合（併用）しない

 園芸作業をする際には、マスクや手袋など
で防護する
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３．正しい知識をもつ
（製品、植物、きのこ、応急手当等）

http://www.j-poison-ic.or.jp

視覚に訴える
動画教材を公開

中毒情報データベース（4種類）
①化学兵器中毒対策データベース

化学兵器（7類型23種類）、解毒剤等に

関する情報を掲載

②保健師・薬剤師・看護師向け
一般市民対応用として家庭用品、医薬

品、農業用品、工業用品等に関する

情報を収載（2017年10月現在、347件）

③救急隊向けデータベース
化学災害時の現場対応用に必要な

情報を収載（2017年10月現在、83物質）

④医師向け中毒情報データベース
毒性、症状、治療等に関する詳細な

情報を掲載（2017年10月現在、108件）

個人ホームページ会員
（2,000円／年度）

アクセス方法は会員へ通知
申込先：JPIC本部事務局
FAX：029-856-3533

E-mail:head-jpic@j-poison-ic.or.jp

日本中毒情報センター
会員（医療従事者）向けホームページ

家庭用品による中毒事故の調査
および事故防止に関する活動

・厚生労働省（委託調査等）

「家庭用品に係る健康被害病院モニター報告制度に

おける家庭用品等に係る吸入事故等に関する報告」

「家庭用品による製品事故対策検討会」

「家庭用品安全確保マニュアル検討会」

・消費者庁（委託調査等）

「子どもによる医薬品誤飲事故調査」

「事故情報データバンク」事例報告

・日本中毒学会、小児科学会等での発表による啓発活動

家庭内で起こる
中毒事故とその対策

1) 日本中毒情報センター活動概要

2) 中毒110番受信状況

3) 不慮の誤飲事故 -小児と高齢者-

4) 家庭でできる応急手当

5) 家庭内で起こる中毒事故の予防

化学と医療の専門家である薬剤師は、家庭内や身近で起こる
中毒事故事例をよく理解でき、中毒事故を防止するために、
一般市民に対して啓発活動を行うことができる適任者である

－薬剤師の役割についてー


