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手指消毒剤

ラビジェルⓇ

ラビジェルⓇA
手ピカⓇジェルP
エタプラスⓇゲル
エタプラスⓇゲルA

ラビショットⓇ

ラビショットⓇA
手ピカⓇローションP
消毒用エタプラスⓇ

ラビネットⓇ消毒液0.2％
ステリクロンⓇハンドローション0.5％

健栄製薬の速乾性すり込み式

液状製剤

ゲル状製剤



ノンエンベロープウイルスなどのアルコール抵抗性
ウイルスにも効果的な手指消毒剤です。

速乾性すり込み式手指消毒剤

RABISHOT®

弱酸性
第 3 類医薬品日本標準商品分類番号　872615

承認番号　22600APX00001
承認年月　2014年1月
販売開始　2014年1月

ノンエンベロープウイルスなどのアルコール抵抗性
ウイルスにも効果的な手指消毒剤です。

速乾性すり込み式手指消毒剤

RABISHOT®A

弱酸性
指定医薬部外品日本標準商品分類番号

承認番号　22500DZX01419
承認年月　2013年11月
販売開始　2013年12月

ノンエンベロープウイルスなどのアルコール抵抗性
ウイルスにも効果的な手指消毒剤です。

速乾性すり込み式手指消毒剤

RABIGEL®

弱酸性
第 3 類医薬品日本標準商品分類番号　872615

承認番号　22600APX00002
承認年月　2014年1月
販売開始　2014年1月

ノンエンベロープウイルスなどのアルコール抵抗性
ウイルスにも効果的な手指消毒剤です。

速乾性すり込み式手指消毒剤

RABIGEL®A

弱酸性
指定医薬部外品日本標準商品分類番号

承認番号　22500DZX01421
承認年月　2013年11月
販売開始　2013年12月

オートディスペンサーＵＣ専用

オートディスペンサーＵＣ専用

リールストラップ
(60ｍＬに対応）

リールストラップ
(60ｍＬに対応）

ポーチ
(250ｍＬに対応）

有効成分

添 加 物

性　　状

リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロ
ピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチ
ル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピ
ロリドンカルボン酸塩

エタノール（C2H6O）　　76.9～ 81.4vol％

無色澄明の液です。

　適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。
　〈用法用量に関連する注意〉
（1）用法用量を厳守してください。
（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
（3）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに
　　水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診
　　療を受けてください。
（4）外用にのみ使用してください。
（5）血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
（6）使用後は手を十分に乾燥させてください。（乾燥不十分のまま火気に手を近
　　づけると引火するおそれがあります。）

　適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。
　〈用法用量に関連する注意〉
（1）用法用量を厳守してください。
（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
（3）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに
　　水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診
　　療を受けてください。
（4）外用にのみ使用してください。
（5）血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
（6）使用後は手を十分に乾燥させてください。（乾燥不十分のまま火気に手を近
　　づけると引火するおそれがあります。）

有効成分

添 加 物

性　　状

リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロ
ピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチ
ル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピ
ロリドンカルボン酸塩

エタノール（C2H6O）　　76.9～ 81.4vol％

無色澄明の液です。

有効成分

添 加 物

性　　状

リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロ
ピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチ
ル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピ
ロリドンカルボン酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース

エタノール（C2H6O）　　76.9～ 81.4vol％

無色澄明の粘性の液です。

　適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。
　〈用法用量に関連する注意〉
（1）用法用量を厳守してください。
（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
（3）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに
　　水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診
　　療を受けてください。
（4）外用にのみ使用してください。
（5）血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
（6）使用後は手を十分に乾燥させてください。（乾燥不十分のまま火気に手を近
　　づけると引火するおそれがあります。）

　適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。
　〈用法用量に関連する注意〉
（1）用法用量を厳守してください。
（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
（3）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに
　　水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診
　　療を受けてください。
（4）外用にのみ使用してください。
（5）血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
（6）使用後は手を十分に乾燥させてください。（乾燥不十分のまま火気に手を近
　　づけると引火するおそれがあります。）

有効成分

添 加 物

性　　状

リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロ
ピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチ
ル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピ
ロリドンカルボン酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース

エタノール（C2H6O）　　76.9～ 81.4vol％

無色澄明の粘性の液です。



速乾性すり込み式手指消毒剤乾性すり込み式手指消毒剤

ヒアルロン酸ナトリウム等の湿潤剤を配合し、
手荒れに配慮した手指消毒剤です。

TEPIKA® LOTION P

第 3 類医薬品日本標準商品分類番号　872615
承認番号　22100APX00549
承認年月　2009年6月
販売開始　2009年9月

よりシンプルに、より手荒れを少なくした手指消毒剤です。

速乾性すり込み式手指消毒剤

  ETHAPLUS® FOR DISINFECTION

第 3 類医薬品日本標準商品分類番号　872615
承認番号　（13AP）56
承認年月　2001年1月
販売開始　2001年9月

ヒアルロン酸ナトリウム等の湿潤剤を配合し、
手荒れに配慮した手指消毒剤です。

速乾性すり込み式手指消毒剤

TEPIKA® GEL P

第 3 類医薬品日本標準商品分類番号　872615
承認番号　22100APX00047
承認年月　2009年2月
販売開始　2009年9月

手荒れ、使用感に配慮したゲルタイプの手指消毒剤です。

速乾性すり込み式手指消毒剤

  ETHAPLUS® GEL

第 3 類医薬品日本標準商品分類番号　872615
承認番号　（17AP）433
承認年月　2005年5月
販売開始　2006年1月

オートディスペンサーＵＣ専用

オートディスペンサーＵＣ専用

リールストラップ
(60ｍＬに対応）

リールストラップ
(60ｍＬに対応）

リールストラップ
(60ｍＬに対応）

ポーチ
(250ｍＬに対応）

リールストラップ
(60ｍＬに対応）

ポーチ
(250ｍＬに対応）

有効成分

添 加 物

性　　状

ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、
イソプロパノール

エタノール（C2H6O）　　76.9～ 81.4vol％

無色澄明の液です。

　適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。
　〈用法用量に関連する注意〉
（1）用法用量を厳守してください。
（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
（3）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに
　　水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診
　　療を受けてください。
（4）外用にのみ使用してください。
（5）血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
（6）使用後は手を十分に乾燥させてください。（乾燥不十分のまま火気に手を近
　　づけると引火するおそれがあります。）

有効成分

添 加 物

性　　状

イソプロパノール（溶剤）4.9vol％
グリセリン（湿潤剤）0.9w/v％

エタノール（C2H6O）　　76.9～ 81.4vol％

無色澄明の液で、特異なにおい及びやくような味があります。

　塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。
　〈用法用量に関連する注意〉
（1）用法用量を厳守してください。
（2）局所刺激作用があるので、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。
（3）過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがあります。
（4）広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
（5）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
（6）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに
　　水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診
　　療を受けてください。
（7）外用にのみ使用してください。

　適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。
　〈用法用量に関連する注意〉
（1）用法用量を厳守してください。
（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
（3）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに
　　水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診
　　療を受けてください。
（4）外用にのみ使用してください。
（5）血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
（6）使用後は手を十分に乾燥させてください。（乾燥不十分のまま火気に手を近
　　づけると引火するおそれがあります。）

有効成分

添 加 物

性　　状

ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、
カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン

エタノール（C2H6O）　　76.9～ 81.4vol％

無色のわずかに混濁した粘性の液です。

　適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。
　〈用法用量に関連する注意〉
（1）用法用量を厳守してください。
（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
（3）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに
　　水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診
　　療を受けてください。
（4）外用にのみ使用してください。
（5）血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
（6）使用後は手を十分に乾燥させてください。（乾燥不十分のまま火気に手を近
　　づけると引火するおそれがあります。）

有効成分

添 加 物

性　　状

ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、
カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン

エタノール（C2H6O）　　76.9～ 81.4vol％

無色のわずかに混濁した粘性の液です。



手荒れに配慮した手指消毒剤です。

手荒れ、使用感に配慮したゲルタイプの手指消毒剤です。

速乾性すり込み式手指消毒剤

  ETHAPLUS® GEL A

指定医薬部外品日本標準商品分類番号　
承認番号　（16D）1626
承認年月　2004年8月
販売開始　2005年1月

速乾性すり込み式手指消毒剤

RABINET® DISINFECTANT
SOLUTION 0.2％

日本標準商品分類番号　872619
承認番号　22000AMX02400
承認年月　2008年10月
販売開始　2008年12月

持続性に優れた速乾性すり込み式手指消毒剤です。

速乾性すり込み式手指消毒剤

STERICLON® HAND LOTION 0.5%

日本標準商品分類番号　872619
承認番号　（18AM）10195
承認年月　2006年3月
販売開始　2007年2月

0.5%

乾性すり込み式手指消毒剤

APLUS ETHA ® GEL A

薬価基準対象外 薬価基準対象外

リールストラップ
(100ｍＬに対応）

リールストラップ
(60ｍＬに対応）

バリア&保湿のハンドケア乳液

TEPIKA®  SKIN BARRIER  

手荒れ対策用ハンドケア商品

 1 .医療従事者の通常の手指消毒の場合
　　本剤約 3 mLを 1 回手掌にとり、乾燥するまで摩擦する。ただし、
　　血清、膿汁等の有機物が付着している場合は、十分に洗い落した後、
　　本剤による消毒を行う。
 2 .術前・術後の術者の手指消毒の場合
　　手指及び前腕部を石けんでよく洗浄し、水で石けん分を十分に洗い
　　落した後、本剤約 3mLを手掌にとり、乾燥するまで摩擦し、更にこ
　　の本剤による消毒を 2 回繰り返す。

〈組成〉
100 mL 中　ベンザルコニウム塩化物　0.2 g 含有（0.2w/v％）。
添加物としてエタノール、尿素、グリセリン、トコフェロール酢酸エ
ステル、アラントイン、Nｰヤシ油脂肪酸アシルＬｰアルギニンエチル・
DLｰピロリドンカルボン酸塩を含有する。
〈性状〉
エタノール（日局エタノール83 vol％）を含有し、速乾性を有する
無色澄明の液である。
比重 （ 20度、20度）：0.858 ～ 0.868

　本剤をそのまま用いる。
　〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
　手指の消毒における使用濃度は、クロルヘキシジングルコン酸塩とし
　て0.1～ 0.5％であり、本剤は0.5％であるので、そのまま用いる。

〈組成〉
100 mL 中　クロルヘキシジングルコン酸塩0.5 g含有（0.5w/v％）。
添加物としてエタノール、尿素、グリセリン、トコフェロール酢酸エ
ステル、アラントインを含有する。
〈性状〉
エタノール（日局エタノール83 vol％）を含有し、速乾性を有する
無色～微黄色澄明の液である。
比重 （ 20度、20度）：約0.86

　適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。
　〈用法用量に関連する注意〉
（1）用法用量を厳守してください。
（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて
　　ください。
（3）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、
　　すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合に
　　は、眼科医の診療を受けてください。
（4）外用にのみ使用してください。
（5）血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用して
　　ください。
（6）使用後は手を十分に乾燥させてください。（乾燥不十分のまま火気
　　に手を近づけると引火するおそれがあります。）

有効成分

添 加 物

性　　状

ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステ
ル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン

エタノール（C2H6O）　　76.9～ 81.4vol％

無色のわずかに混濁した粘性の液です。

水、グリセリン、BG、シクロペンタシロキサン、PEG-32、ジ
メチコン、ヒドロキシエチルセルロース、ポリクオタニウム-61、
（ジメチコン/ビニルジメチコン）クロスポリマー、カルボマー、
アルギニン、フェノキシエタノール、メチルパラべン、トコフェ
ロール、グリチルリチン酸 2 K、酢酸トコフェロール

作業の前に手肌に塗布してください。
（1）手を洗い、水気をふき取り、よく乾かします。
（2）ポンプを軽く押し、適量（小豆大、約0.2mL）をとり、まん
　　べんなく手肌にすり込んでください。（強く押すと出過ぎます
　　ので注意してください）
（3）2～ 3 分間自然乾燥させると、保護膜が形成されて、皮膚保護
　　作用があらわれます。
（4）作業内容や手肌の状態により、3～ 4時間おきに追加塗布する
　　と、より効果的です。

バリア＆保湿成分ポリクオタニウム-61配合



　1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者
　　に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことが
　　ある人。
　2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の
　　可能性があるので、直ちに使用を中止し、この
　　製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相
　　談してください

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
　こりやすくなります）
　次の部位には使用しないでください
（1）損傷のある皮ふ。
（2）目の周囲、粘膜等。
相談すること

関係部位 症　状
皮　　ふ 発疹・発赤、かゆみ

関係部位 症　状
皮　　ふ 発疹・発赤、かゆみ

【使用上の注意】

【保管及び取扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してくだ
　　さい。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の
　　原因になったり品質が変わることがあります。）
（4）火気に近づけないでください。
（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
（6）開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとび
　　ださないように、キャップを開けてください。
（7）薬剤が床や家具等に付着しないようにしてくだ
　　さい。（変質又は変色のおそれがあります。）

【包装】
　60mL×10（スプレー式携帯用）
　300mL
　500mL
　600mL（オートディスペンサーUC専用）
　1000mL

　1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者
　　に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことが
　　ある人。
　2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の
　　可能性があるので、直ちに使用を中止し、この
　　製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相
　　談してください

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
　こりやすくなります）
　次の部位には使用しないでください
（1）損傷のある皮ふ。
（2）目の周囲、粘膜等。
相談すること

関係部位 症　状
皮　　ふ 発疹・発赤、かゆみ

【使用上の注意】

【保管及び取扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してくだ
　　さい。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の
　　原因になったり品質が変わることがあります。）
（4）火気に近づけないでください。
（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
（6）開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとび
　　ださないように、キャップを開けてください。
（7）薬剤が床や家具等に付着しないようにしてくだ
　　さい。（変質又は変色のおそれがあります。）

【包装】
　60mL×10（スプレー式携帯用）
　300mL
　500mL
　1000mL
　5L

　1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者
　　に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことが
　　ある人。
　2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の
　　可能性があるので、直ちに使用を中止し、この
　　製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相
　　談してください

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
　こりやすくなります）
　次の部位には使用しないでください
（1）損傷のある皮ふ。
（2）目の周囲、粘膜等。
相談すること

関係部位 症　状
皮　　ふ 発疹・発赤、かゆみ

【使用上の注意】

【保管及び取扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してくだ
　　さい。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の
　　原因になったり品質が変わることがあります。）
（4）火気に近づけないでください。
（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
（6）薬剤が床や家具等に付着しないようにしてくだ
　　さい。（変質又は変色のおそれがあります。）

【包装】
　60mL×10
　250mL
　500mL
　600mL（オートディスペンサーUC専用）

　1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者
　　に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことが
　　ある人。
　2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の
　　可能性があるので、直ちに使用を中止し、この
　　製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相
　　談してください

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
　こりやすくなります）
　次の部位には使用しないでください
（1）損傷のある皮ふ。
（2）目の周囲、粘膜等。
相談すること

関係部位 症　状
皮　　ふ 発疹・発赤、かゆみ

【使用上の注意】

【保管及び取扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してくだ
　　さい。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の
　　原因になったり品質が変わることがあります。）
（4）火気に近づけないでください。
（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
（6）薬剤が床や家具等に付着しないようにしてくだ
　　さい。（変質又は変色のおそれがあります。）

【包装】
　60mL×10
　250mL
　500mL
　500mL（ショートノズル）

　1．次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してく
　　ださい
（1）医師の治療を受けている人。
（2）本人又は家族がアレルギー体質の人。
（3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある
　　人。
　2．次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を
　　持って医師又は薬剤師に相談してください
　　使用後、次の症状があらわれた場合

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
　こりやすくなります）
　次の人には使用しないでください
（1）患部が広範囲の人。
（2）深い傷やひどいやけどの人。
相談すること

【使用上の注意】

【保管及び取扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してくだ
　　さい。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の
　　原因になったり品質が変わることがあります。）
（4）火気に近づけないでください。
（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
（6）開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとび
　　ださないように、キャップを開けてください。
（7）薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石
　　等に付着しないようにしてください。（変質又
　　は変色のおそれがあります。）

【包装】
　500mL
　1000mL

関係部位 症　状
皮　　ふ 発疹・発赤、かゆみ

　1．次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してく
　　ださい
（1）医師の治療を受けている人。
（2）本人又は家族がアレルギー体質の人。
（3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある
　　人。
　2．次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を
　　持って医師又は薬剤師に相談してください
　　使用後、次の症状があらわれた場合

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
　こりやすくなります）
　次の人には使用しないでください
（1）患部が広範囲の人。
（2）深い傷やひどいやけどの人。
相談すること

【使用上の注意】

【保管及び取扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してくだ
　　さい。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の
　　原因になったり品質が変わることがあります。）
（4）火気に近づけないでください。
（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
（6）薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石
　　等に付着しないようにしてください。（変質又
　　は変色のおそれがあります。）

【包装】
　500mL



資料請求・お問い合わせ先
健栄製薬株式会社　学術情報部 〒541‐0044　大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

TEL：06‐6231‐5822　FAX：06‐6204‐0750

［詳細は添付文書等をご参照ください。］

　1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相
　　談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある
　　人。
　2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能
　　性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持
　　って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してくださ
　　い

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こり
　やすくなります）
　次の部位には使用しないでください
（1）損傷のある皮ふ。
（2）目の周囲、粘膜等。
相談すること

関係部位 症　状
皮　　ふ 発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

【使用上の注意】

【保管及び取扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して
　　ください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因
　　になったり品質が変わることがあります。）
（4）火気に近づけないでください。
（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
（6）開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださ
　　ないように、キャップを開けてください。

【包装】
　60mL×10（スプレー式携帯用）
　300mL
　500mL
　600mL（オートディスペンサーUC専用）
　1000mL
　5L

関係部位 症　状
皮　　ふ 発疹・発赤、かゆみ

関係部位 症　状
皮　　ふ 発疹・発赤、かゆみ

　1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相
　　談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある
　　人。
　2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能
　　性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持
　　って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してくださ
　　い

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こり
　やすくなります）
　次の部位には使用しないでください
（1）損傷のある皮ふ。
（2）目の周囲、粘膜等。
相談すること

【使用上の注意】

【保管及び取扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因
　　になったり品質が変わることがあります。）
（4）火気に近づけないでください。
（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
（6）薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。
　 （変質又は変色のおそれがあります。）

【包装】
　60mL×10
　250mL
　500mL
　600mL（オートディスペンサーUC専用）
　5L

【使用上の注意】
　1 .重要な基本的注意
（1）眼に入らないように注意すること。
　　眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
（2）本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。　
　2 .副作用
　　本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調
　　査を実施していない。

【禁忌（次の場合には使用しないこと）】
　損傷のある手指［エタノールを含有するので、損傷部位へ
　の使用により、刺激作用を有する。］

　1．次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）本人又は家族がアレルギー体質の人。
（3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
　2．次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って
　　医師又は薬剤師に相談してください
　　使用後、次の症状があらわれた場合

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こり
　やすくなります）
　次の人には使用しないでください
（1）患部が広範囲の人。
（2）深い傷やひどいやけどの人。
相談すること

【使用上の注意】

【使用上の注意】
　●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してくだ
　　さい。
　●お肌に合わないとき、また、使用中や使用したお肌に直
　　射日光があたって、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け
　　（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合は使用を中
　　止し、皮膚科専門医等にご相談ください。そのまま使用
　　を続けますと、症状を悪化させることがあります。
　●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使い
　　にならないでください。
　●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
　●高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管
　　しないでください。

【保管及び取扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因
　　になったり品質が変わることがあります。）
（4）火気に近づけないでください。
（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
（6）薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。
　 （変質又は変色のおそれがあります。）

【包装】
　60mL×10
　500mL

　  注）このような症状があらわれた場合には使用を中止す
　　　　ること。
　3 .適用上の注意
（1）投与経路：手指消毒以外の目的には使用しないこと。
（2）使用時：
　　1）反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こ
　　　すことがあるので、注意すること。
　　2）血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるの
　　　で、これらが付着している場合は、十分に洗い落して
　　　から使用すること。
　　3）石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗
　　　浄に用いた石けん分を十分に洗い落してから使用する
　　　こと。
　　4）本剤で消毒した手指で、2.5 kg以下の低出生体重児を
　　　取扱う場合、低出生体重児の皮膚がかぶれることがあ
　　　るので十分注意すること。

頻度不明
紅斑、瘙痒感、浮腫等
刺激症状

過敏症注）
皮　膚注）

頻度不明
発疹・発赤、蕁麻疹等
刺激症状

過敏症注1）
皮　膚注2）

【使用上の注意】
　 1.慎重投与（次の場合には慎重に使用すること）
（1）薬物過敏症の既往歴のある者
（2）喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者
　 2.重要な基本的注意
（1）ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、
　　使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の
　　既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行う
　　こと。
（2）本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
（3）眼に入らないように注意すること。
　　眼に入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。
　 3.副作用
　　本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調
　　査を実施していない。
（1）重大な副作用
　　ショック（頻度不明）、アナフィラキシー（頻度不明）：
　　ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるの
　　で観察を十分に行い、血圧低下、蕁麻疹、呼吸困難等が
　　あらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を
　　行うこと。
（2）その他の副作用

　  注1）このような症状があらわれた場合には、直ちに使用
　　　　を中止し、再使用しないこと。
　  注2）このような症状があらわれた場合には使用を中止す
　　　　ること。
 4 .適用上の注意
（1）投与経路：手指消毒以外の目的には使用しないこと。
（2）使用時：
　　1）反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こ
　　　すことがあるので、注意すること。
　　2）血清・膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるの
　　　で、これらが付着している場合は、十分に洗い落して
　　　から使用すること。
　　3）石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗
　　　浄に用いた石けん分を十分に洗い落してから使用する
　　　こと。
　　4）溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学
　　　熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。
 5 .その他の注意
　　クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショ
　　ック症状を起こした患者のうち、数例について、血清中
　　にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたと
　　の報告がある。

【禁忌（次の場合には使用しないこと）】
（1）クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者
（2）膣、膀胱、口腔等の粘膜面［クロルヘキシジン製剤の上
　　記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの
　　症状の発現が報告されている。］
（3）損傷皮膚及び粘膜［エタノール含有液なので、損傷皮膚
　　及び粘膜への使用により、刺激作用がある。］

【取扱い上の注意】
　〈注意〉
（1）引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。
（2）開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださない
　　ように、キャップを開けること。
　〈安定性試験〉
　最終包装製品を用いた加速試験（40℃、75％RH、6 ヶ月）
　の結果、通常の市場流通下において 3年間安定であること
　が推測された。

【包装】
　100mL（スプレー式携帯用）
　500mL
　1000mL
　5 L

【包装】
　500mL
　1000mL

【包装】
　250mL

【取扱い上の注意】
〈注意〉
（1）本剤は引火性、爆発性があるため、火気には十分注意す
　　ること。
（2）本剤の付着した白布を直接、次亜塩素酸ナトリウム等の
　　塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミを生じることが
　　あるので、漂白剤としては過炭酸ナトリウム等の酸素系
　　漂白剤が適当である。
（3）開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださない
　　ように、キャップを開けること。


