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2018 年 6 月 8 日発行

アクティビティノート ＜第 256 号＞
２０１８年 5 月度の受付相談事例を中心に記載しています。
１． 相談業務
1-1 ２０１８年 5 月度相談受付件数
1-2 受付相談事例および内容の紹介

・・・・・p.2
・・・・・p.3～8

２． ちょっと注目
『 乳幼児の誤飲･誤食事故に注意 』

・・・・・p.9～11

お知らせ
ニュースメールでもご連絡いたしました 『化学製品ＰＬ相談センター2017 年度活動
報告会』。 今回は “情報コミュニケーション” をテーマに、当センターからの活動報告での
事例紹介と、横浜国立大学大矢勝教授のご講演で構成しております。
まだお席に若干余裕がございます。開催案内を添付いたしましたので、参加をご希望の方
は是非お申込ください。
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1.相談業務
１．１ 相談受付件数
2018 年 5 月度相談受付件数（4/25～5/25 実働:20 日）
事故クレーム

品質クレーム

クレーム関連

合計

構成比

関連相談

関連相談

意見･報告等

3

0

1

4

0

8

57％

1

0

0

4

0

5

36％

0

1

0

0

0

1

7％

0

0

0

0

0

0

0％

合計

4

1

1

8

0

14

構成比

29％

7％

7％

57％

0％

消費者・
消費者団体
消費生活Ｃ・
行政
事業者・
事業者団体
メディア・
その他

一般相談等

意見･報告
等

100％

相談内容区分(改定 2008 年 8 月)
事故クレーム関連相談

製品の欠陥や誤使用などによって人的･物的な拡大被害が発生したもの

品質クレーム関連相談

拡大被害を伴わない、製品そのものの品質や性能に関する苦情
事故の報告や品質の苦情に関する意見･要望など、当センターからコメントを

クレーム関連意見･報告等

出さないもの

一般相談等

一般的な相談･問合せ等

意見･報告等

一般的な意見・報告･情報の提供を受けたもの
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化学製品 PL 相談センター
2

1月

2月

2018年度

3月

アクティビティノート第 256 号（2018 年 6 月）

１．２ 受付相談事例および内容の紹介
※「臭い」と「ニオイ」の区別について
不快または好ましくない場合を「臭い」とし、柔軟剤・芳香剤・化粧品・香水等のように意図的
に付加した場合を「ニオイ」と表記することにしています。
「ニオイ」としたのは、意図的に付加
した場合でも、不快と感じる方がいるため、中立的なイメージとして表現しました。ただし、不快
臭を付加した場合（ガス臭等）は「臭い」とすることにしています。

品質クレーム関連相談
◆

＜宅配用牛乳を入れるプラスチックの箱の変色＞ 牛乳販売店を営んでいる。宅配用牛乳ケー
スの表面の、日光に当たる白い部分（ポリプロピレン製）が３年くらい経つと御影石のように
黒くまだらに変色する現象が複数件発生している。提供している牛乳メーカーに問い合わせた
ところ、再生プラスチックを使用しているとのことだが、変色の原因についての説明はなかっ
た。プラスチックの経年劣化による変化として黄変は知っているが黒くまだらになることは経
験がない。見苦しいので改善をしてほしく原因を調べたい。化学製品ＰＬ相談センターで調べ
てもらえるか。化学製品ＰＬ相談センターは品質関連の冊子で知った。<事業者>
⇒プラスチックの変色について調べてみましたが、お伺いしたような現象の情報は確認できま
せんでした。当センターでは検査等は行っておりません。また、当センターから個別の検査
機関の紹介は行っておりません。独立行政法人 製品評価技術基盤機構のウェブサイト
（http://www.nite.go.jp/chuikanki/network/index.html)等に、検査機関のリストが掲載
されていますので、ご参照ください。なお、検査費用はご自身の負担となります。

事故クレーム関連相談
◆

＜歯磨きをした後に口の中の皮が剥ける＞ 「歯磨きを変えたところ、口の中の薄い皮が剥け
るようになった。自分だけでなく家族も同様になる。インターネットで調べてみると、歯磨き
には危険な成分が含まれているとの情報も出ており心配になった。歯磨きが原因と考えて良い
のだろうか」という相談を50代の女性から受けている。歯磨きは大手製造メーカーの製品。化
学製品PL相談センターを紹介してもよいか。<消費生活Ｃ>
⇒当センターでは個々の製品についての詳細な情報は持ち合わせておりません。製品の品質や
安全性については、該当する製品の製造メーカーが対応すべきであり、本件も製造メーカー
にお問合せになるのが妥当かと存じます。ただし、一般的な情報でしたら、わかる範囲でお
答えいたしますので、相談者がお望みならば当センターをご紹介いただいても結構です。

◆

＜マンションリフォーム後に体調不良＞ 11ヶ月前に自宅マンションのスケルトンリフォーム
をしたところ、粉塵が舞うようになり体調が悪くなった。定期的に受けている検診で白内障、
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難聴の結果の他に、膀胱炎、喘息の症状があることを指摘された。粉塵の影響ではないかと疑
っているが、医師からは因果関係は分からないと言われた。リフォーム業者に申し出たところ、
原因の特定はできないが、壁を上塗りしてみてはどうかと提案されている。リフォームの影響
でこのように粉塵が舞うことはあるのだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは以前にも相談し
たことがある。
（中高年の女性）<消費者>
⇒当センターの過去事例を調べましたが、リフォーム後に建物で粉塵が舞うようになったとの
相談はありませんでした。信頼できる第三者の目で状況を確認してもらい、必要に応じてし
かるべき検査機関で検査し、実態を正確に把握してから対応策を考えるべきと思います。ま
た、体調不良が続いているとのことですので、粉塵による影響と断定せずに、医師の診断を
仰ぎ、治療に努めることをお勧めします。
◆

＜柔軟剤や洗剤に由来すると思われるニオイで体調不良＞ 近隣の洗濯物のニオイや、会社や
出先で感じる洗剤や柔軟剤由来と思われるニオイで頭痛や吐き気がし、昨年、専門病院で化学
物質過敏症と診断された。会社の同僚にはお願いして洗剤等を変えてもらったが、全ての人に
お願いすることもできず、結局仕事を辞めてしまった。今は、外出もままならず引きこもって
いる。家にいても様々な化学物質の影響を受けて体調が良くならない。原因となるような製品
を販売しているメーカーを指導してほしい。（中年の女性）<消費者>
⇒当センターは民間の機関であり、事業者を指導できる立場にありません。お伺いした内容は
月次報告「アクティビティノート」や年度報告書に、情報源が特定されない形で公表し、ま
た関係する業界へ伝える等、情報の共有化を図ってまいります。尚、洗剤や柔軟剤に使われ
ている香料の安全性については、国際香粧品香料協会（IFRA）が国際的な自主基準を作り、
安全性を確保しています。しかしながら、ニオイの感じ方は個人差も大きく、体調不良を訴
える方がおられるのも事実です。洗剤や柔軟剤の業界団体である日本石鹸洗剤工業会は使用
者に対し、柔軟剤の適正な使用と周囲への配慮を心掛けるよう啓発活動に努めています。

◆

＜洗濯機用防水パンのニオイで体調不良＞ ＡＢＳ樹脂製の洗濯機用防水パンを自宅に設置す
る工事の最中に、立っていられないほど気分が悪くなった。設置場所からは強いニオイが感じ
られ、ニオイは防水パンのＡＢＳ樹脂に由来するものと思われた。すぐに工事を中止し、防水
パンを工事業者に持ち帰ってもらったところ３０分くらいで回復した。自分は化学物質過敏症
であり、様々な化学物質の影響で度々体調不良を起こして、日常生活にも支障をきたしている。
化学物質過敏症に苦しんでいる人のことを知ってもらいたく、また企業には、原因物質を取り
除いて、よりよい製品づくりに取り組んでもらいたいと思っている。消費生活センターに相談
したところ、化学製品ＰＬ相談センターを紹介された。そちらから働きかけてもらうことはで
きないだろうか。
（高齢の女性）<消費者>
⇒化学物質過敏症はその発生機序が未だ明らかにされておらず、治療法も確立されておりませ
ん。ただ、日常生活に支障をきたし、お困りの状況とのことなので、医師にご相談されてみ
てはいかがでしょうか。当センターとしては、頂いた情報を、情報源が特定されない形で公
表し、また関係する業界団体にも正しく伝えることで、情報の共有化を図ってまいります。
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一般相談等
◆

＜じゃがいもの芽や皮を肥料とした場合の安全性＞ 「じゃがいもで食べられない芽や皮の部
分を肥料として使用している。芽や皮の部分には有害物質のソラニンが含まれていると聞いた
が、肥料として利用した場合、できた作物への安全性に影響はないか」との相談を中高年の女
性から受けている。ソラニンが作物へ吸収されるか。<消費生活Ｃ>
⇒じゃがいもの天然毒素であるソラニンやチャコニンはじゃがいもの中で生成するものです。
肥料として土壌に撒いた場合の作物への影響については、具体的なデータを確認できません
でした。一般的に有機物は土壌微生物で分解しますので毒素のまま作物に吸収されることは
ないと思われます。

◆

＜車用ウィンドウォッシャー液の安全性＞ 「車用ウィンドウォッシャー液２本を後部座席に
置いて走行。２本ともキャップから液が漏れ、一緒に置いていた３０Ｋｇ袋入りの玄米に染み
込み、玄米の一部が濡れてしまった。濡れた玄米は廃棄したが、液がこぼれて1時間以上放置し
ていたため、濡れていない部分にも何らかの影響があったのではないかと心配になった。洗浄
剤の成分はメタノール３２～３４％、陰イオン界面活性剤、シリコンとある。食べても大丈夫
だろうか」との相談を６０代の女性から受けている。メタノールの安全データシートを確認し
たところ、毒性が強いようだがどうだろうか。<消費生活Ｃ>
⇒メタノールは引火性の高い液体で、経口摂取した場合や蒸気を吸引すると有害であることが
知られています。有害性の程度は摂取量によりますが、お伺いした内容からは、どの程度の
量を摂取する可能性があるかを推定することはできず、判断できません。汚染された可能性
があるのであれば、食べないほうがよろしいのではないでしょうか。

◆

＜ぬか床に入れる鉄製品の錆の安全性＞ 「ぬか漬けの野菜の色をよくする効果のある鉄製の
製品を購入して使っていたところ、錆びてしまった。漬物を食べることで錆も摂取することに
なるが、身体に害を及ぼさないだろうか」との相談を受けている。どのように説明すればよい
だろうか。<消費生活Ｃ>
⇒「なす」に含まれるアントシアニン系色素であるナスニンやヒアシンはアルカリ性では青色
ですが、酸性になると赤く変化します。漬物のぬか床は乳酸菌の発酵により酸性になります
ので、「なす」は変色してしまいます。この時、ぬか床中に鉄イオンがあると、色素と結合
して色を安定させ、変色を予防できます。このため、昔から、ぬか床に「古釘」を一緒に入
れておくことが行われていました。お使いになっていた鉄製品は、これを手軽に行うことが
できるようにしたものです。
「なす」の変色防止に効果があるのは鉄イオンですが、人は
様々な食品や飲料水から摂取しており、漬け物を食べる程度の摂取量で問題になることはな
いと考えられます。また鉄錆は身体に吸収されませんので問題になることはないでしょう。
ただし、鉄分が多量に存在すると、食品の味やニオイに影響することがありますので、鉄製
品の製造メーカーに適切な手入れの方法等をお問合せになってみてはいかがでしょうか。

◆

＜家庭でのコールタールの使用について＞ 手元に１０年くらい前に購入したコールタールが
あり、トタン屋根の錆防止に使いたいと思っている。製品には「発がん性あり」との表示があ
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る。法律などで使用が制限されているか知りたいが、製造メーカーは既に無くなっているよう
で連絡が付かない。使用しても問題ないだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活セン
ターから紹介された。
（若年の男性）<消費者>
⇒当センターでは、個々の製品の品質や取扱いについての詳細情報は持ち合わせておりません
ので、購入後１０年経過した製品の使用可否については判断しかねます。一般情報として、
コールタールの安全データシートを見ると、眼に対する刺激性が高く、皮膚アレルギー性が
あり、発がん性も認められており、使用に際しては注意を要します。労働安全衛生法の特別
化学物質障害予防規則（特化則）の第2類物質に該当し、事業者が扱う場合には、事故防止
のための具体的な措置が義務付けられています。家庭での使用についての法的な規制はあり
ませんが、取扱いには充分な注意が必要であり、独特なタール臭がありますので近隣への配
慮も必要とされます。
◆

＜界面活性剤の安全性について＞ 身内から台所洗剤などに含まれている界面活性剤には発が
ん性があるので使用しない方がよいと言われた。自分が使用している製品の製造メーカーに問
い合わせたところ、発がん性は聞いたことがないとの回答であったが、インターネットを調べ
ると発がん性があるとの情報もある。本当はどうなのか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生
活センターから紹介された。
（若年の男性）<消費者>
⇒製品に配合されている界面活性剤でヒトに対する発がん性が認められているものはありませ
ん。洗剤の安全性については、日本石鹸洗剤工業会がそのホームページで解説していますの
で、ご参照ください。（http://jsda.org/w/02_anzen/index.html）
注）
「経皮毒」という言葉を使った情報がウェブ等に流れています。「経皮毒」とは、日常使
われる製品を通して皮膚から有害性のある化学物質が吸収されるという説ですが、科学的な
裏づけに基づくものではなく、一種の俗説です（「経皮毒」という言葉自体も造語であり、
学術用語ではありません）
。この「経皮毒」情報の中に、洗剤等の日用品に使われている界
面活性剤の有害性についての記述が見受けられます。本件の相談者もそういった不確かな情
報を聞いて不安を抱いたものと思われます。しかし、この有害性情報には科学的な根拠はな
く１）、日本石鹸洗剤工業会は、洗剤等に使われている界面活性剤の安全性データを公表して
おり、日常的な使用に際し、安全性上の問題はありません２）。こういった情報が広まった背
景には、「一般に売られている商品にはこんな有害性がある」と消費者の恐怖心を煽ってお
いて、有害性がないものとして自社の商品の購入に誘導する、といういわゆる「危険です商
法」の存在があります。経済産業省は２００８年に、「経皮毒」を使って行き過ぎた「危険
です商法」を行っていた販売業者に対し、業務停止命令を出しています３）。しかし、「経皮
毒」を扱った書籍もあり、ウェブ上に過去の情報も残っているため、情報を見た方から、当
センターに問い合わせが寄せられることがあります。
１）安全性・環境問題に関する消費者情報の課題－2.5 次情報中の誤情報に対応するために
（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhej/61/8/61_511/_pdf）
２）
「界面活性剤の ヒト健康影響および環境影響に関するリスク評価」
（http://jsda.org/w/02_anzen/pdf/200110kaimen_riskassessment.pdf）
３）「他者の商品を攻撃して自社商品を売る」“危険です商法”
化学製品 PL 相談センター
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（http://jsda.org/w/02_anzen/senzai_anzensei_02.html）
◆

＜白あり防除で使用される薬剤の影響を避けるためには＞ 住まいの白あり防除のために防蟻
剤を使用することになった。使用されるのはイミダクロプリド系の防蟻剤だが、使用後、室内
にもニオイ等が入ってこないか心配。自分は化学物質過敏症であり、微量の化学物質にも影響
を受けやすい。住まいは賃貸のため、白あり防除を止めることはできない。何かよい対策はな
いだろうか。化学製品ＰＬ相談センターが発行している「化学製品による事故を防ぐために」
の中のシロアリ駆除の記事を見て電話した。（中年の男性）<消費者>
⇒イミダクロプリドは人体への有害性が低く、また揮発性も低くニオイも弱いので影響は出に
くいと言われています。しかし、化学物質過敏症の方はごく微量の化学物質でも影響を受け
る可能性があり何とも申し上げられません。一般的な情報として、公益社団法人日本しろあ
り対策協会が、地域ごとに相談窓口を開設して、シロアリ対策に関して安全な施工を推進し
ています（http://www.hakutaikyo.or.jp/madoguchi/）
。同協会では、シロアリ対策の薬剤
や工法について自主基準を策定し、使用する薬剤や工法を指導する等の活動を行っていると
の事ですので、薬剤の種類や影響の軽減方法などについて、ご相談されてはいかがでしょう
か。

◆

＜微酸性次亜塩素酸水の安全性＞ 家で使っている除菌スプレーを子どもが誤って顔にかけて
しまったらしい。今のところ、子どもの様子に異常はない。この除菌スプレーの成分は微酸性
次亜塩素酸水でｐＨは６．０～６．５となっている。製造メーカーに問い合せたところ、安全
性に問題はない、との回答であったが本当に安全か確信が持てず心配だ。化学製品ＰＬ相談セ
ンターのホームページを見て電話した。（若い女性）<消費者>
⇒製品の安全性については製造メーカーが責任を持って答えるべき問題であり、当センターで
は個別の製品についての詳細情報は持ち合わせておりません。一般に微酸性次亜塩素酸水
は、塩酸または塩化ナトリウム水溶液を電気分解することにより得られる、低濃度の次亜塩
素酸を含有する水溶液です。次亜塩素酸水の有効成分である次亜塩素酸は有機物に触れると
直ぐに分解するため毒性は低く、眼や皮膚への刺激性も問題ないと言われています。お子様
に異常が認められないようでしたら、特にご心配される必要はないと思います。

◆

＜プレジャーボート専用洗浄剤について＞ プレジャーボートの洗浄用製品にどのような成分
が使われているかを知りたい。過酸化水素やアセトンが使用されていることがあるか。製品は
○○社の△△。○○社に問い合わせたが、５０年くらい前の製品のため既に情報がなくわから
ないと言われた。<行政>
⇒当センターでは個別の製品の情報は持ち合わせておりません。過酸化水素は業務用の洗浄剤
や家庭用の衣料用漂白剤で使用されていますがアセトンが含まれているものは確認できてお
りません。プレジャーボート用の洗浄剤については当センターではわかりかねますので、プ
レジャーボート製品相談室に問い合わせてみられてはいかがでしょうか（プレジャーボート
製品相談室に了承を得たうえで連絡先を紹介）。

化学製品 PL 相談センター
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クレーム関連意見･報告等
◆

＜髪の毛に蓄積する油について＞ ２年くらい前から髪の毛の表面に油が蓄積するようになり
困っている。当時使用していた整髪剤を中止したが変化がなく、現在使用しているヘアケア品
はシャンプーのみである。毛髪の検査を行っている民間機関で見てもらったところ、確かに油
性の成分が付着しているようだが何であるかはわからないとのことであった。シャンプーでも
とれず、新たに伸びてくる髪の毛にも付着している。原因物質を避けるためにも身の回りの製
品の何の油かを知りたい。化学製品ＰＬ相談センターでわかるか。化学製品ＰＬ相談センター
はインターネットで知った。(若年の女性）<消費者>
⇒直接使用していない製品の成分がシャンプーでもとれず、２年間に渡って髪の毛に蓄積して
いくことは通常では考えくいと思われます。新たに伸びてくる髪も同様とのことですので、
一度、専門医（皮膚科）を受診してみてはいかがでしょうか。

化学製品 PL 相談センター
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乳幼児の誤飲･誤食事故に注意
当センターに寄せられる相談の中には、小さなお子様を持つお母様から
の相談があります。相談の内容は、様々な製品の安全性についてのものが
多いのですが、中には誤飲･誤食に関連した相談もあります。育児経験のあ
る方ならよくわかると思いますが、ハイハイをしだして、やがて歩き出し、
活動領域が広がってきた丁度その時期と、手当たり次第に何でも口にいれ
る時期が重なり、お母様にとっては“目が離せない”状況になります。
「ち
ょっと目を離したすきに、洗剤の容器を舐めていたけど大丈夫？」、「リッ
プクリームをかじったみたいなんだけど大丈夫かしら？」、口にした製品は
様々ですが、どの程度食べたのかまではよく分からないことが多く、お子
様の様子に異常が無くても、安全性が心配になって念のため問い合せてきているケースが多いように思
われます。誤飲・誤食事故は思わぬ時に起こるもの、慌てないために応急処置や緊急時の連絡先等の情報
を頭に入れておきましょう。
公益財団法人日本中毒情報センターの「2016 年度受信報告１）」 によると、急性中毒に関する電話相談
の 77％は 5 歳以下の小児によるものとのこと。人口 10 万人当たりの発生数に換算すると、1 歳未満が最
も多く 749 件、これが 1～5 歳になると 379 件と半減し、6～12 歳では 16 件と急激に減少しています。誤
飲･誤食は乳幼児期に、特に注意すべき事柄と言えそうです。
誤飲･誤食事故が起こったら２）
もし誤飲･誤食事故が起こった場合、家庭でやるべきこと、やってはいけないことは下記の通りです。
１）原因物質の確認
何を飲食したのかを確認することが大事です。目を離していてその場にいなかった場合でも、現場の状
況から、何をどの程度飲食した可能性があるかを推定します。これは、医療機関を受診する際や中毒 110
番等の相談機関に相談する際にとても重要なことになります。
２）応急手当
意識があり、呼吸も脈拍も異常が無い場合は以下の応急手当を行います。意識がない、けいれんを起こ
しているなどの重篤な症状がある場合は直ちに救急車を要請します。
※誤飲･誤食したものや量によって手当てが異なります。応急手当の情報については、製品の表示、製品
の製造メーカーの消費者相談室、日本中毒情報センターの「中毒 110 番」等で得ることができます。
吐かせるべきかどうか、何か飲ませたほうがいいのか困ったときは専門機関に問い合わせましょう。
（
「中毒 110 番」

http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf）

一般的な応急処置の方法としては、
①口の中に残っているものを取り除き、口をすすいで、うがいをする（難しい場合は濡れガーゼ等で拭
き取る）
。
化学製品 PL 相談センター
9

アクティビティノート第 256 号（2018 年 6 月）
②家庭では吐かせない。
吐しゃ物が気管に入ってしまう事があり危険です。また、吐かせることで症状が悪化する危険性のある
ものの場合は絶対に吐かせない。
※絶対に吐かせてはいけないものの例として、下記の品目が挙げられます。
石油製品（灯油、マニキュア、除光液、液体の殺虫剤など）
、容器に「酸性」または「アルカリ性」と
書かれている製品（漂白剤、トイレ用洗浄剤、換気扇用洗浄剤など）、防虫剤の樟脳（しょうのう）
、な
めくじ駆除剤など。
③刺激性があったり、炎症を起こしたりする危険性があるものは、牛乳または水をのませる。誤飲した
ものを薄めて、粘膜への刺激を和らげる。飲ませる量が多いと吐いてしまうので、無理なく飲める量を
飲ませる（小児では 120ml、成人では 240ml を超えない量）
※牛乳または水を飲ませたほうがよいものの例として、下記の品目が挙げられます。
容器に「酸性」または「アルカリ性」と書かれている製品（漂白剤、トイレ用洗浄剤、換気扇用洗浄剤
など）
、界面活性剤を含んでいる製品（洗濯用洗剤、台所用洗剤、シャンプー、石けんなど）３）、石灰
乾燥剤、除湿剤など。
④その他の場合は、牛乳または水を飲ませることで症状を悪化させる恐れがあるものもあるので、何も
飲ませない。
※飲ませることで症状を悪化させる恐れがあるものとして、下記の品目が挙げられます。
石油製品（灯油、マニキュア、除光液、液体の殺虫剤など）
、タバコ・タバコの吸殻、防虫剤（パラジ
クロロベンゼン、ナフタレン、樟脳）
乳幼児に多く、特に注意を要する誤飲事故
１）タバコの誤飲１）、４）、５）
タバコの誤飲で問題になるのはニコチン中毒です。ニコチンは毒性が高く、小児の場合、致死量は 10
～20mg（成人の致死量は 40～60mg）と言われています４）。これは、凡そたばこ 1 本分に相当します。乾
いたたばこでは、含まれているニコチンの全量が吸収されることはあまりありませんが、水に浸ってい
た場合にはニコチンが溶け出していて、吸収されやすく、少量でも非常に危険です。
タバコの誤飲事故は 6 ヶ月～1 歳半の乳幼児で多く報告されています。この時期の乳幼児は独力で室
内を移動できるようになり、手に取ったものを何でも口に入れてしまいます。まさに目が離せない状況
です。誤飲事故は、この時期に多発しており、１歳半を過ぎると急激に減少しています。この時期、保
護者は、タバコ、灰皿等を小児に手の届く床の上やテーブルの上等に放置しないなど、その取扱いや置
き場所に特に細心の注意を払うことが必要になります。特にタバコの溶液の場合は、ニコチンが溶け出
して体内に吸収されやすい状態にありますので、飲料の空き缶、ペットボトル等を灰皿代わりにする行
為は絶対に避けなければなりません。また、最近では火を使わない加熱式タバコも普及してきています
が、加熱式タバコは火の始末の必要がないため、直接ごみ箱へ廃棄できます。これを乳幼児が拾って口
にしてしまう事故も発生しています。加熱式タバコについても、紙巻タバコと同様、乳幼児の手の届か
ない場所に保管し、乳幼児に見えるところに廃棄しないようにすることが必要です６）。
２）医薬品の誤飲４）
医薬品の誤飲事故も数多く報告されています。医薬品には薬理作用があり、種類や両によっては重篤
化学製品 PL 相談センター
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な健康被害に至るケースもあるので、誤飲した際には最も注意を要する品目の一つです。
タバコの誤飲･誤食が６ヶ月～１歳半の乳幼児に多かったのに対し、医薬品の誤飲は、年齢層がより広
くなり、1～2 歳児で多く、3 歳以上で件数は減りますが、継続的に発生しています。これは、自らフタ
や包装を開けて薬を取り出せるようになることと関係していると考えられます。乳幼児本人の薬より
も、家族等が服用している薬を誤飲するケースが多く、服用する様子をまねて飲んでしまうようです。
医薬品は形状や服用方法が乳幼児の注意を引きやすいこともあり、ご家族に薬を服用されている方がい
る場合は、薬の管理に気を配り、乳幼児の手の届くところに置かないようにする必要があります。カバ
ンやバッグの中などにしまって、目に触れないようにしたつもりでも、取り出して誤飲した事例も報告
されており、管理には充分な注意が必要になります。
３）ボタン電池の誤飲４）、７）
電池の誤飲事故は、タバコや医薬品ほど件数は多くありませんが、注意を要する品目の一つです。特
に、注意を要するのは飲み込みやすい大きさのボタン電池です。玩具等にボタン電池を使用した製品が
出回っていますが、乳幼児がこれらの製品からボタン電池を取り出して誤飲した事故が報告されていま
す。ボタン電池を飲み込んだ際に、消化管に接触した電池から電流が流れると、電気分解により電池の
マイナス極側にアルカリ性の液体がつくられ、これが消化管の壁を損傷し、酷いときは消化管に穴が開
くことがあります。また、誤飲してから時間が経つと、消化管等に癒着してしまい取り出せなくなるこ
ともあるため、誤飲した場合には、直ちに医療機関を受診する必要があります。
この他にも、様々なものの誤飲・誤食事故が報告されています。誤飲･誤食事故は 5 歳以下の乳幼児
が起こす割合が圧倒的に高く、乳幼児のいるご家庭では、常に注意を払うべき事柄です。乳幼児の身の
回りの危険は、保護者の心掛け次第で多くもなれば少なくもなることを肝に銘じておきましょう。
【参考にした情報】
１）『2016 年受信報告』公益財団法人 日本中毒情報センター
（http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf）
２）『中毒事故が起こったら（家庭でできること、やってはいけないこと）
』公益財団法人 日本中毒情
報センター（http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf）
３）石けん、洗剤、洗浄剤、仕上げ剤等の誤飲・誤用の応急処置
（http://jsda.org/w/3goingoyou/list.html）
４）2016 年度 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告』2018 年 2 月 6 日厚生労働省医薬･生活衛
生局 医薬品審査管理課 化学物質安全対策室（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000193024.html）
５）
『保健師･薬剤師向け中毒情報 「たばこ」 』公益財団法人 日本中毒情報センター
（http://www.health-net.or.jp/tobacco/pdf/tobacco_20150624_05.pdf）
６）
『乳幼児による加熱式たばこの誤飲に注意』平成 29 年 11 月 16 日 独立行政法人 国民生活センター
（http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171116_2.html）
７）
『ボタン電池を使用した商品に注意－乳幼児の誤飲により、化学やけどのおそれも』
平成 26 年 10 月 30 日 独立行政法人 国民生活センター
（http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141030_1.html）
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本レポートに掲載した内容の無断転載を固く禁じます。
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化学製品ＰＬ相談センター ２０１７年度 活動報告会 開催のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃は化学製品ＰＬ相談センターの業務にご理解･ご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。
さて、本年も例年同様｢活動報告会｣を開催する運びとなりました。ご多忙中とは存じますが、ぜひご
参加くださいますようお願い申し上げます。 敬具
記
１．開催場所及び開催日時
【東京会場】定員８０名
場所；化学団体共用会議室Ａ・Ｂ・Ｃ（東京都中央区新川１－４－１住友六甲ビル２階）
地図（ https://www.nikkakyo.org/upload/plcenter/map/address.html ）
日時；２０１８年６月２９日（金）１４：００～１７：００
【大阪会場】定員６０名
場所；大阪科学技術センター４０３号室（大阪府大阪市西区靭本町１－８－４）
地図（ http://www.ostec.or.jp/ostec_wp/pdf/printmap.pdf ）
日時；２０１８年７月５日（木）１４：００～１７：００
２．プログラム ※東京会場、大阪会場ともプログラムは同じです
１）開会（１４：００）
２）化学製品ＰＬ相談センター２０１７年度活動報告（１４：１０～１５：００）
３）休憩（１５：００～１５：１５）
４）講演（１５：１５～１７：００）※質疑応答を含む
【演題】
「消費者に求められる情報リテラシー」
【講師】横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授 大矢 勝 氏
【講師略歴】大阪市立大学大学院生活科学研究科（修士）修了。学術博士。
賢明女子学院短期大学講師、横浜国立大学教育学部助教授、教育人間科学部教授を経て 2011 年
より現職。研究分野は洗浄・洗剤に関する実験系分野と、商品の安全性・環境影響に関する消費
者情報の分析。著書に「環境情報学:地球環境時代のリテラシー（大学教育出版）」
「よくわかる最
新洗浄・洗剤の基本と仕組み（秀和システム）など。
【講演要旨】社会の高度情報化が進んでいく中、いわゆる情報収集力や判断力に長けた情報強者と
情報弱者の間の格差がどんどんと広がっている。安全性等に関連する情報では、恐怖心等の感情
を大きく左右する要素が多くなるので、極端な思い込みによる問題も生じやすい。今後の消費者
情報は、情報の受け手にはどのようなタイプの人々がいるのか、それぞれのタイプに対してどの
ような情報発信が求められるのかを考えていく必要がある。筆者は洗剤の安全論争をきっかけに
消費者情報の研究を始めるようになり、消費者に求められる情報リテラシーとはどのようなもの
かという視点から研究や教育を行ってきた。今回は消費者に求められる情報処理能力とはどのよ
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うなものか、またどういう場合に論理的思考が崩れるのか、そして論理的なコミュニケーション
を阻害する要因とその対応策にはどのようなものがあるかといった点に着目し、今後の消費者情
報環境の改善のための課題について論じたい。
５）閉会（１７：００）
４．参加費：無料
５．お申し込み
参加をご希望の会場名並びに、参加者の会社名または団体名、部署名等、ご氏名、電話番号、
E-mail アドレスを明記の上、E-mail(pl@jcia-net.or.jp)またはファックスにてお申し込みくだ
さい。
※

E-mail でお申し込みの場合は、件名に「活動報告会参加申し込み」とご記入ください。

※

参加をご希望される会場名を必ずご記入ください。

※

6 月下旬までに、E-mail にて受付票をお送りしますので、申し込み時には必ず E-mail アドレスをご

記入ください。
※

ご連絡頂きました個人情報は適正に管理し、講師以外の第三者には提供いたしません。

※

定員(東京会場８０名／大阪会場６０名)を超えた場合、締切り(６／２２)前でもお断りすることがあ

ります。予めご了承願います。

６．問い合わせ先：化学製品ＰＬ相談センター(Tel.03-3297-2602)登坂（トサカ）
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