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誤飲 

有害なものや危険なものを 

誤って飲んでしまうこと 

 食べものでも、そうでなくても、 
  その人にとって有害・危険であれば誤飲 



例えば 
食物アレルギーの人が知らずに 

アレルギー物質（アレルゲン）を摂取 
 

そば 

小麦粉 
えび 牛乳 

落花生 

かに たまご 

特定７品目表示義務 



例えば 
体内に摂取することで機能障害をひき起こす『中毒』 

（毒物誤飲） 

  アルコール中毒 鉛中毒 薬物中毒  

  ニコチン中毒・・・ 
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体内に吸収されない 
不溶性の固形物を摂取（異物誤飲） 
食道異物 ： コイン 

 

第37 回日本IVR 学会総会「技術教育セミナー」：野坂俊介，他 

マグネット 

金属バッジ 



家庭用品等による小児の誤飲事故 
のべ報告事例数（月年齢） 

0～5か月 
1% 

6～11か月 
27% 

12～17か月 
18% 

18～23か月 
15% 

２歳 
13% 

3～5歳 
18% 

6歳以上 
8% 

 平成２７年度  家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告  
 平成２８年１２月２６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 



日本中毒情報センター 
起因物質分類別の受信件数上位品目  

5歳以下の誤飲・誤食について 2015年１月～２０１５年１２月 

医療用医薬品 
22% 

一般用医薬品 
11% 

家庭用品 
61% 

農業用品0% 

自然毒 2% 

工業用品 1% 

食品・他 3% 

化粧品         2,927(17.5) 
たばこ関連品     2,407(14.4) 
洗浄剤         2,127(12.7)  
乾燥剤・鮮度保持剤 1,611 (9.6) 
文具・美術工芸用品 1,464 (8.8)  



平成28年度家庭用品等による 
小児の誤飲事故のべ報告件数割合  

 平成28年度  家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告  
 平成29年12月  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 



乳幼児による加熱式たばこの誤飲に注意 

• たばこ葉の入った専用のスティック等をそれぞれ専用の加熱
する装置にセットして使用 

• 火を使わないため使用中には灰が出ず、使用後も火の始末
が必要ないので灰皿は不要で、直接、ごみ箱へ廃棄すること
も可能 

•  あ 

 

 
 

• あ 

加熱式たばこ 

スティックは、 
3 歳未満の子どもの 
口腔内に容易に収まる 

使用前のものを箱から 
/使用後のごみ箱に捨 
ててあるものを取り出す 

国民生活センター 平成29年11月16日報道発表資料より抜粋 



タバコ誤飲 

• 健康志向の喫煙者は減少傾向 

• 誤飲は、１歳前後の乳児に多い 

• タバコは催吐作用あり。保護者の申告よりも摂
取量が少ないことがあるが、目撃も少ないため
摂取量不明も多い。 

• 誤飲の対応で、掻き出す・吐かせるはあり 

★吐かせるために水分を摂取させることはやって
はならない 

• ニコチンが水に溶け出して吸収されやすくなる 
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子供本人による誤飲事故における 
対象者別の医薬品等の内訳 

—子供による医薬品誤飲事故— 
（消費者安全調査委員会）平成27年12月18日 

１歳では大人用医薬品等の誤飲件数が多かった。 
２歳になると子供用医薬品等と同数近くになり、 

３歳以上では、子供用医薬品等の誤飲件数が多かった 

消費者安全法第23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書 【概要】 
—子供による医薬品誤飲事故— （消費者安全調査委員会） 平成２７年１２月１８日 

薬物誤飲 
中毒 



子供本人による誤飲事故における 
医薬品等の剤形と子供の年齢 

—子供による医薬品誤飲事故— 
（消費者安全調査委員会）平成27年12月18日 

消費者安全法第23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書 【概要】 
—子供による医薬品誤飲事故— （消費者安全調査委員会） 平成２７年１２月１８日 



 



子供本人による誤飲事故における 
医薬品等の包装容器 

PTP, 
15.3% 

チューブ, 
10.9% 

ボトル, 
10.8% 

シロップ

容器, 
8.6% 

塗布ボ

トル, 
6.1% 袋, 3.6% 

その他, 
8.8% 

特定できず, 
35.9% 

消費者安全法第23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書  
—子供による医薬品誤飲事故— （消費者安全調査委員会） 平成２７年１２月１８日 



再発防止策 

①子どもの手が届かない保管場所や目に触れな
いはずの保管場所から子供が取り出し誤飲する
事故も発生 

②保護者の注意力が散漫になりがちな場合も 

 

 

・仮に子供が医薬品を手に取ったとしても開封しに
くい包装容器（チャイルドレジスタンス包装容器）
の導入策が必要 

・保護者へのリスクの周知 

消費者安全法第23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書  
—子供による医薬品誤飲事故— （消費者安全調査委員会） 平成２７年１２月１８日 



医薬品における 
チャイルドレジスタンス（CR）包装容器 

 

• CRとは、製品の構造を子どもが扱いにくい
ものにすることで、子どものけがや事故を
予防する考え方 
 

• 「子どもが扱いにくいということ」と、「大人
が使用困難ではないということ」を両立させ
た上で、子どものけがや事故を予防する製
品の構造とする考え方 



医薬品におけるＣＲ包装容器例 

 

消費者安全法第23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書 【概要】 
—子供による医薬品誤飲事故— （消費者安全調査委員会） 平成２７年１２月１８日 





洗濯用パック型液体洗剤に気を付けて！ 
－特に３歳以下の乳幼児に事故が集中しています－ 

News Release 
平成27 年3 月18 日 

代表的な洗濯用パック型液体洗剤 

幼児（３歳）が手に持った様子 

子どもが誤って口に入れ、フィルムが破れると、内部の液体洗剤を誤飲することになり、
嘔吐、呼吸困難、意識障害などの症状が生じる場合がる 



アルコール誤飲 

• 近年の生活習慣：身近にアルコールがある  

• 外観からはわかりづらいアルコール含有 

• こどもは肝臓の分解能力が未熟・脳も未熟で 

 アルコールの影響を受けやすく中毒症状が出や
すい 

• 顔面紅潮 不機嫌 興奮 ふらつき で受診 



中毒への自宅での緊急対応 

  基本的に自宅で嘔吐させる処置や、 

  家族の判断で水や牛乳を飲ませることは推
奨しない。家族のみで判断せず、中毒情報セ
ンターや小児救急電話相談（＃8000）（東京
消防庁救急相談センター＃7119）などに相談
するか、速やかに医療機関を受診することを
勧める。 



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 

■大阪中毒１１０番（365日 24時間対応） 
      072-727-2499 （情報提供料：無料） 
  
■つくば中毒１１０番（365日 9時～21時対応） 
      029-852-9999 （情報提供料：無料） 
  
■たばこ専用電話（365日 24時間対応、テープによる情報提供：一般向け）  

 

【相談に必要な情報】 
・患者の氏名、年齢、体重、性別 
・連絡者と患者との関係・連絡者の電話番号 
・医薬品名等（正確な商品名、会社名、用途） 
・誤飲事故の発生状況（摂取量、摂取経路、発生時刻） 
・医薬品を誤飲した子どもの状態 



体内に吸収されない 
不溶性の固形物を摂取（異物誤飲） 
食道異物 ： コイン 

 

第37 回日本IVR 学会総会「技術教育セミナー」：野坂俊介，他 

マグネット 

金属バッジ 



• 食道や小腸以降の消化管に異物がはまり込
んで停滞すると、閉塞（消化管がふさがってし
まい、物が先に流れなくなること）や穿孔（穴
が開くこと）が起こる 

PTPシート：錠剤タイプの薬が包装さ
れているプラスチック製のシート。消
化管を傷つけ、穿孔の危険がある。 

高吸水性ポリマー：ビーズの玩具、消臭剤、園
芸用品などに用いられており、水を吸うと数倍
に膨らみ、腸閉塞の原因となる 
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元はキャンディの大きさ。 
水で400倍にふくらみ、腸閉塞を起こした 

（米国でリコールになった玩具） 

NPO法人 保育の安全研究・教育センター 
2-3. 各種の誤嚥と誤飲（2015年7月8日、2016年9月21日更新））   



磁石 

2個以上の磁石を誤飲 

 アメリカやＥＵでは子ども向けのおもちゃ 

に強力な磁石を使うことが制限されている 

ほか、最近は、レアアースから作る「ネオ 

ジム磁石」と呼ばれる小さくても極めて強 

力な磁石が普及したことなどから、 

おもちゃ以外での使用も規制する動きが出て 

きています。 

  NHK科学文化部ブログ2016/2/12 

NPO法人 保育の安全研究・教育センター 
2-3. 各種の誤嚥と誤飲（2015年7月8日、2016年9月21日更新））   



磁石製品の誤飲事故による 
事故についての認知 

知っている 
334人（33.4%） 

誤飲等による
事故があること
を知らなかった 
283人（28.3%） 

誤飲事例がある
ことは知っていた
が、重症事故に
なりえることは知
らなかった 
383人（38.3%） 

N＝1,000 

平成28年度調査報告 磁石の安全成すように関する調査報告 
平成29年11月 東京都生活文化局消費生活部 



何が危険なのか 

• 幽門部を通過できる程度の小型の磁石を1つ

だけ飲み込んだのであれば肛門部からの自
然排泄が期待できるが、複数個の磁石また
は磁石と金属体を誤飲した場合には、腸管壁
を挟んだ状態で磁石同士が接着して消化管
が不自然に捻れ、腸閉塞や腸捻転を起こす
だけでなく、初期にはあまり症状がなくても
徐々に圧迫による壊死や瘻孔形成、消化管
穿孔を引き起こす 

日本小児科学会こどもの生活環境改善委員会 Injury Alert（傷害速報）No.66  



ボタン電池 

電池による 
窒息や誤飲が 
多く発生！！ 



ボタン電池を誤飲すると何が起きる？ 

スタート（0分） 1 分 30 分 

45 分 1時間後 
産総研 
北村様より 



ボタン電池誤飲によるびらんの発生 

ボタン電池が通電し、アルカリ水溶液が発生し 

「びらん」という、粘膜が溶けてしまう傷害 

ひどい場合には、穴が開くことも。。。 

最悪の場合、死亡した事例も。 

 

アルカリ性の度合いを計測してみると、 

pHが13.32 

 

 

 

 

産総研 
北村様より 



コイン形電池・ボタン形電池を子供にさわらせ
ないで！～注意喚起リーフレット 

 

東京都生活文化局消費生活部生活安全課商品安全担当 



一般社団法人 電池工業会  

コイン形リチウム一次電池の 誤飲防止パッケージガイドライン 
（第２版） 2017年10月  

一般社団法人 電池工業会 Battery Association of Japan 



誤嚥 

食物などが誤って 

気管（気道）に入ってしまう
こと 

 食事や吐物、唾液がはいることや、 
  誤飲したもの（異物）が気管に入ることもある 
  むせたり咳き込んだりがサイン 



窒息 

紐などでのどが締まる、 

異物がのどに詰まるなど
で息ができなくなった状態 

 窒息の原因は、内的なものと外的なものがある。 



○ 外的なものによる窒息 
    紐などでのどが締まる 

○ 内的なものによる窒息 
    異物がのどに詰まる 
    誤飲が主な原因 



本来のルート 

大田区北糀谷原口
小児科HPより 

2017.1.27 



• https://nettv.gov-
online.go.jp/prg/prg16245.html  

政府インターネットテレビ 

窒息事故から子どもを守る 
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のどに物がつまったら 

窒息のサイン : チョークサイン 



 

朝日新聞 
2016年8月29日朝刊 

35ページ 

異物がとれて
呼吸が戻った
場合でも、 
念のため病院 
受診してくださ

い。 



消費者安全法第23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書 
【概要】 

—玩具による乳幼児の気道閉塞事故— 
（消費者安全調査委員会）平成29年11月20日 

玩具を「誤嚥した」経験を持つ子供の保護者302人 
子供が玩具を誤嚥した当時の月年齢は、６か月から１歳未満が26％で最も多かった。
１歳以降になると、成長するに従い、事故は減少する傾向がみられた 



結論（抜粋） 

• 玩具の誤嚥は、特に乳幼児の「何でも口に入
れる」という行動特性も影響していると考えら
れる。 

• 咽頭の大きさが最大開口量に比べて小さい、
口腔とのどが近い、唾液が多い、のどに物が
詰まるとそれを自力で外す（嚥下・嘔吐）力が
不十分といった乳幼児の身体的特徴もあり、
誤嚥した玩具がのど（咽頭・喉頭）に詰まり、
気道を閉塞する可能性がある。 

消費者安全法第23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書【概要】 
—玩具による乳幼児の気道閉塞事故— 

（消費者安全調査委員会）平成29年11月20日 



• 乳歯が生えそろう時期は3歳頃であり、それ以前
の子どもは食物を与えられたまま丸呑みしようと
する。 

• 噛む運動に最も関係すると言われる奥歯（乳臼
歯）が生え揃うのは第一乳臼歯が1歳８か月ころ、
乳歯の一番奥の第二乳臼歯が２歳９か月ころ 

• 歯は生え始めてから反対の歯と噛み合うように
なるまで数ヶ月かかる 

• 大人に近い咀嚼機能を獲得するのは３歳すぎ 

 

 日本小児歯科学会 小児歯科の保健検討委員会
平成19年1月25日より抜粋して記述 

豆類は 
 3歳以下の子どもに｢食べさせない｣ 

 



どんな大きさのものが子どもの口に
入るか知っていますか？ 



誤飲予防：誤飲チェッカー 

45 

 

 

入らない物体 
すっぽり隠れ
る物体 

折れ曲がる
物体 

細長い物体 

予防：容器に隠れるものは、 
床から1m以上の高い場所に置く 



指導/山中龍宏 
発行/母子保健事業団 



誤飲予防 
欧州規格 国際規格や米国規格 

「36か月以下の子どもには適さない玩具」を
規定 
●２つのハザード 『45ミリ』と『32ミリ』 
 

１．直径45mmの円を通り抜けるボール状の玩具 

 理由：口のすぐ裏側または上咽頭部を塞ぎ、窒息の
可能性 

 

２．直径32mmの筒に入る玩具・部品・小物など 

 理由：口に入れて飲み込み下咽頭部に挟まって窒
息、食道側に行くと誤飲、気道側に行くと誤嚥/窒
息の可能性 

NPO法人 保育の安全研究・教育センター 2015/01/05 掛札逸美  



手の届く範囲を確認 

台の 
高さ 

手が届く 
範囲 

台
の
高
さ 

手が届く 
範囲 
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食物誤飲/誤嚥予防策 

• 3歳または5歳になるまでは、乾いたピーナッツ
は食べさせない、 

• 仰臥位（あおむけ）や歩きながらモノを食べさせ
ない 

• 小さな食物塊やおもちゃなどを放り上げて口で
受けるような食べ方や遊びをさせない 

• 急停車する可能性がある車や揺れる飛行機の
中で乾いた豆は食べさせない 

• 食事中に乳幼児がびっくりするようなことは避け
る 小児科診療 2016年 1号（74） 
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食物によるリスク軽減のための 
食べさせ方の工夫 

• 誤嚥しやすいモノ 

  球形・1口大・表面滑らかなものに注意 

• 切り方で安全性が変わる 

ソーセージ：輪切りではなく縦に裂くように切る 

ミニトマトやこんにゃくゼリー： 

       小さく切って与える（4分割して） 

・豆類は 

 日本：3歳以下の子どもに｢食べさせない｣ 

 アメリカ：3歳以下の子どもがいる家庭｢家に持ち
込まない｣ 

 



あなたなら、 

どのような予防対策を考えますか？ 


