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 ＜一般的の方向け＞ 

【問 1】  

微量採血のための穿刺器具とは何ですか。そのうち、「複数人に使用してはならない

穿刺器具」とはどういうものですか。 

 

【問２】 

   「複数人に使用してはならない穿刺器具」の名称や製造販売業者を教えてください。 

 

【問３】 

「複数人に使用してはならない穿刺器具」を複数人に使用すると、どのような病気

になるのですか。 

 

【問４】 

微量採血の際、「複数人に使用してはならない穿刺器具」を複数人に使用した場合、

肝炎の感染の可能性は、どの程度あるのですか。 

 

【問５】 

「複数人に使用してはならない穿刺器具」を、消毒をした上で複数人に使用した場

合も、感染の可能性はあるのですか。 

 

【問６】 

医療機関等や健康教室等で、「複数人に使用してはならない穿刺器具」を複数人に使

用していたか否かは、どうすれば分かりますか。 

 

【問７】 

「複数人に使用してはならない穿刺器具」を複数人に使用した（若しくは、使用し

ていた可能性を否定できない）医療機関等において、これまでに、微量採血のための

穿刺器具を用いて採血を行ったことがある場合は、どうすればよいのですか。 

 

【問８】 

B 型肝炎への感染の可能性について確認するには、どのような検査を受ける必要が

あるのですか。 

 

【問９】 

各医療機関等に問合せ等を行ったが、さらに心配な場合には、どこに相談すればよい

のですか。 
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【問 1】  

微量採血のための穿刺器具とは何ですか。そのうち、「複数人に使用してはならない穿刺

器具」とはどういうものですか。 

【答１】 

微量採血のための穿刺器具とは、主に糖尿病の患者が、血糖値の測定の際、微量の血液

を採取することを目的とした器具です。この器具は、穿刺針を装着して用いられます。注

射器ではありません。 

微量採血のための穿刺器具には、 

① 器具全体がディスポーザブル（1 回使い切り）タイプであるもの 

② 針の周辺部分がディスポーザブル（1 回使い切り）タイプであるもの 

③ 針の周辺部分がディスポーザブル（1 回使い切り）タイプでないもの 

の３種類があります。 

これらのうち、微量採血の際、「複数人に使用してはならない穿刺器具」とは、③「針の

周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの」です。③の器具は、個人が自己使用のた

めに用いるもので、「針」を交換しても、皮膚に接触する「針の周辺部分」に付着する血液

からの感染が否定できないため、複数の人に使用しないこととなっています。 

なお、 

①は、主に医療機関で使用され、１回の使用ごとに廃棄し、新品と交換するもの 

②は、主に医療機関で使用され、穿刺する深さを調節するために設けられている皮膚と

接触する当該器具の先端部分がディスポーザブルとなっており、この部分を交換する

ことにより穿刺器具本体は複数の人に使用可能なもの 

です。 
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【問２】 

 「複数人に使用してはならない穿刺器具」の名称や製造販売業者を教えてください。 

 

【答２】 

「複数人に使用してはならない穿刺器具」は、平成２０年７月現在、すでに製造販売さ

れていない製品を含め、15 社 3７製品となっています。（器具一覧は別表のとおり） 
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平成２０年７月３１日現在

製造販売業者 製品名 販売開始時期 販売終了時期

1 ㈱アークレイファクトリー マルチランセット 平成 9年4月 平成13年10月

2 ㈱アークレイファクトリー うで用マルチランセット 平成13年10月 平成16年11月

3 ㈱アークレイファクトリー ファインレット 平成13年10月 販売中

4 ㈱アークレイファクトリー マルチランセットⅡ 平成10年5月 平成17年4月

5 ㈱アークレイファクトリー マルチランセットS 平成16年5月 販売中

6 ㈱旭ポリスライダー 簡単測糖Ｇレット 平成17年5月
(平成17年8月～平成18年9月一時販売停止)

販売中

7 アボット ジャパン㈱ イージータッチ 平成17年3月 販売中

8 アボット ジャパン㈱ ランセットデバイス 平成10年11月 販売中

9 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ ワンタッチウルトラソフト 平成15年1月 販売中

10 テラメックス㈱ オートランセットⅡ 平成 9年１月 平成 17年3月

11 ニプロ㈱ ニプロフリースタイルライトショット 平成14年3月 販売中

12 ニプロ㈱ ニプロフリースタイルライトショットフラッシュ 平成16年9月 販売中

13 ニプロ㈱ フリースタイルキッセイ穿刺器 平成14年3月 平成18年9月

14 ニプロ㈱ フリースタイルフラッシュキッセイ穿刺器 平成16年12月 平成18年9月

15 ニプロ㈱ ラクレット 平成14年4月 平成19年2月

16 ニプロ㈱ ニプロフリースタイルライトショットフリーダム 平成18年7月 販売中

17 ニプロ㈱ フリースタイルフリーダムキッセイ穿刺器 平成18年3月 平成18年9月

18 日本ベクトン・ディッキンソン㈱ エースレット 平成13年6月 販売中

19 バイエル薬品㈱ マイクロレット 平成 9年5月 販売中

20 バイエル薬品㈱ マイクロレットチョイス 平成 9年7月 販売中

21 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ ソフトクリックス（穿刺器） 平成11年9月 販売中

22 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ ソフトクリックスプラス 平成17年8月 販売中

23 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ ソフトクリックスミニ 平成14年7月 販売中

24 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ マルチクリックス 平成17年8月 販売中

25
輸入元：テラメックス㈱
（販売元：ロシュ・ダイアグノスティックス㈱）

オートクリックスP 平成7年6月 平成19年2月

26 ノボ ノルディスクファーマ㈱　　 ノボペンレット 平成8年8月 平成13年6月

27 ノボ ノルディスクファーマ㈱　　 ノボペンレットプラス 平成13年6月 平成17年3月

28 テラメックス㈱ オートランセット 平成3年1月 平成8年12月

29
①

バイエルメディカル㈱ ユニレッター 昭和58年頃 平成13年3月頃

29
②

バイエルメディカル㈱
ユニレッターII
（平成4年12月より新ユニレッターⅡ）

昭和61年頃 平成13年3月頃

30
①

日本シャーウッド㈱
モノジェクター
（モノレットブラッドランセットの構成品）

昭和60年頃 平成8年頃

30
②

日本シャーウッド㈱ ニューモノジェクター 平成8年頃 平成13年6月頃

31
①

輸入元：㈱ホーネット
（販売元：エルマ販売㈱）

オートレット 昭和54年11月頃 平成9年頃

31
②

輸入販売元：栄研化学㈱
（販売元：田辺製薬㈱）

ペンレット 昭和61年1月 平成9年8月

31
③

輸入販売元：栄研化学㈱
（販売元：田辺製薬㈱）

ペンレットⅡ 平成4年11月 平成7年7月

31
④

アボット ジャパン㈱ ソフタック 平成13年5月 平成17年10月

31
⑤

帝人㈱ アトラスト測定器 平成13年3月 平成14年3月

微量採血のための穿刺器具（針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの）の器具一覧

別　表
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【問３】 

 「複数人に使用してはならない穿刺器具」を複数人に使用すると、どのような病気にな

るのですか。 

 

【答３】 

 英国においては、「複数人に使用してはならない穿刺器具」を複数人に使用したことによ

りＢ型肝炎の感染が疑われる事例が報告されています。我が国では、これによる感染事例

は報告されていません。 

なお、Ｃ型肝炎やＨＩＶの感染事例については、現在のところ国内外ともに承知してい

ません。 

 

 

 

【問４】 

微量採血の際、「複数人に使用してはならない穿刺器具」を複数人に使用した場合、肝炎

の感染の可能性は、どの程度あるのですか。 

 

【答４】 

（社）日本感染症学会等４学会の見解では、この点について、次のように述べられてい

ます。 

 

添付文書でも、針の周辺部分がディスポーザブルタイプでない微量採血用穿刺器具は個 

人使用に限り、複数人への使用を禁じています。その理由は、英国の文献によるもので、

高齢者収容施設で血糖測定用の微量採血用穿刺器具を複数人に対して用いた事例におい

てＢ型肝炎が発生したとの報告です。 

このタイプの微量採血用穿刺器具は針と末端キャップのついたペン型の器具であり、

針の交換を患者ごとに行っても、この末端キャップは穿刺時に患者の穿刺部位に触れる

可能性があります。通常、末端キャップを指に押し付けて、指先穿刺したら、直ちに器

具を指先から離してしまいますので、血液で汚染される危険性は極めて少ないと考えら

れます。また、わが国では、針は交換したうえで周辺部分を消毒して複数人へ再使用し

たための感染事例の報告はありません。このように、穿刺針を交換して、さらに穿刺針

の周辺部位を消毒して使用した場合には、感染の可能性は理論的には否定できませんが、

非常に低くなります。 

 

なお、先般、針を交換せずに、「複数人に使用してはならない器具」を使用した事例が、 

2 件報道されています。このような場合については、針を交換して使用した場合に比べ、
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感染の可能性は格段に高くなります。 

 

（参考） 

（社）日本感染症学会ホームページ 

http://www.kansensho.or.jp/news/pdf/biryou.pdf 
MHRA(Medicine and Healthcare products Regulatory Agency), 
MDA(Medical Device Alert),MDA/2005/063 
 

 

 

【問５】 

「複数人に使用してはならない穿刺器具」を、消毒をした上で複数人に使用した場合も、

感染の可能性はあるのですか。 

 

【答５】 

（社）日本感染症学会等４学会の見解では、この点について、次のように述べられてい

ます。 

 

下記のような消毒が行われていれば、感染のリスクはゼロに近いと考えられますが、

リスクをゼロにするには、穿刺器具の個人使用に限り、複数人に使用しないことが必要

です。 

 

一般的な消毒法として、血液媒介感染するウイルス（HBV など）を対象とした消毒は、

アルコール綿（消毒用エタノール、70％イソプロパノール）による清拭消毒（十分にア

ルコールを含んでいることが大切で、接触時間が重要な要素となります）します。また

は、有効塩素濃度 500ppm（0.05％）次亜塩素酸ナトリウムに 10 分間（20℃）浸漬

消毒します。 

 

（参考） 

（社）日本感染症学会ホームページ 

http://www.kansensho.or.jp/news/pdf/biryou.pdf 
Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, Ebert JW. Inactivation of  hepatitis B virus 
by intermediate-to-high-level disinfectant chemicals. J Clin Microbiol 1983; 
18: 535-538. 
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【問６】 

医療機関等や健康教室等で、「複数人に使用してはならない穿刺器具」を複数人に使用し

ていたか否かは、どうすれば分かりますか。 

 

【答６】 

厚生労働省では、「複数人に使用してはならない穿刺器具」の取扱いに関する全国調査を

実施しました。本調査の結果（医療機関の名称、器具の使用時期等）は、厚生労働省のホ

ームページにて、ご覧ください。 

また、各都道府県等の相談窓口についても併せて掲載しています。 

 

 

 

【問７】 

「複数人に使用してはならない穿刺器具」を複数人に使用した（若しくは、使用してい

た可能性を否定できない）医療機関等において、これまでに、微量採血のための穿刺器具

を用いて採血を行ったことがある場合は、どうすればよいのですか。 

 

【答７】 

医療機関、健康教室等を実施した市町村、最寄りの保健所、都道府県等の相談窓口等に

お問い合わせ下さい。 

なお、看護師等養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士・作業療法士養成施設、管理

栄養士等養成施設については、在学中又は卒業した養成所等にお問い合わせ下さい。（看護

課） 

 

 

 

【問８】 

B 型肝炎への感染の可能性について確認するには、どのような検査を受ける必要がある

のですか。 

 

【答８】 

Ｂ型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、血液を検査して調べます。 

 血液検査では、まず HBs 抗原(Ｂ型肝炎ウイルスを構成するタンパクの一部)を検査しま

す。 

なお、感染症検査が陽性であっても、必ずしも採血器具を再使用したことが原因である

とは限りません。 （関連：問３） 
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【問９】 

各医療機関等に問合せ等を行ったが、さらに心配な場合には、どこに相談すればよいの

ですか。 

 

【答９】 

最寄りの保健所、都道府県等の相談窓口等にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

【ご参考】 

ウイルス性肝炎については、厚生労働省ホームページに掲載されている「分かりやすい

ウイルス性肝炎」及び「Ｂ型肝炎について（一般的なＱ＆Ａ）」を参照して下さい。 

 

「分かりやすいウイルス性肝炎」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/faq_Easy_Hepatitis.html 
「Ｂ型肝炎について（一般的なＱ＆Ａ）」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/faq_HepatitisB.html 
 

また、厚生労働省では、従来から行ってきた総合的な対策に医療費助成を加えて、平成

２０年度から新たな肝炎総合対策「肝炎治療７か年計画」を実施していますので、肝炎に

関する総合的な対策については、厚生労働省ホームページに掲載されている「新しい肝炎

総合対策の推進」を参照して下さい。 

 

「新しい肝炎総合対策の推進」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/index.html 


