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【組成・性状】

販売名
組成

製剤の性状
成分・含量（ 1 mL中）添加物（基剤）

パッチテスト試薬
　アクリノール 0.1％

（日局）アクリノー
ル水和物 1 mg
含有

精製水 黄色澄明な液で、
においはない。緑色
のけい光を発する。

パッチテスト試薬
　アクリルモノマー

メタクリル酸メ
チル 1mL含有

― 無色澄明の液で、
特異なにおいがあ
る。水に溶けにく
くエタノール、ク
ロロホルムに混和
する。揮発性で引
火しやすい。

パッチテスト試薬
　ホルマリン 5 ％

（日局）ホルマリ
ン 0.05mL含有

精製水 無色澄明の液で、
わずかにホルムア
ルデヒド臭がある。

パッチテスト試薬
　塩酸プロカイン 1 ％

（日局）プロカイ
ン塩酸塩 10mg
含有

精製水 無色澄明の液で味
は苦く、舌を麻ひ
する。

パッチテスト試薬
　塩酸キニーネ 1 ％

（日局）キニーネ
塩酸塩水和物 
10mg含有

精製水 無色澄明の液でに
おいはなく、味は
苦い。

パッチテスト試薬
　レゾルシン 5 ％

レゾルシン 
50mg含有

精製水 無色～褐色澄明の
液である。

パッチテスト試薬
　チメロサール 0.05％

チメロサール 
0.5mg含有

精製水 無色透明の液で、
においはない。

パッチテスト試薬
　テレビン油 20％

（日局）テレビン
油 200mg含有

オリブ油 淡黄色の油で、特
異の臭気がある。

【効能又は効果】
アレルギー性皮膚疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
本品 1滴を適当な布等に滴加し、皮膚面に 2日間貼付し、
剥がしてから30分から 1時間後及び 1日後に反応を以下
の基準により判定する。
なお、必要に応じて 3～ 5日後にも同様に判定する。
－　　　　反応なし
？＋　　　弱い紅斑
＋　　　　紅斑＋浸潤＋ときに丘疹
　　　　紅斑＋浸潤＋丘疹＋小水疱
　　　　大水疱

【使用上の注意】
1．重要な基本的注意
⑴ 皮膚炎が急性期にある場合には、皮膚炎の増悪、汎
発化をきたすことがあり、また皮膚の反応性が高ま
っているため非特異的反応を起こしやすいのでパッ
チテストは行わないこと。
⑵皮膚炎のある部位にはパッチテストを行わないこと。
⑶ パッチテストを行う 2日前より副腎皮質ホルモンの
内服又は注射を原則として避けること。
⑷ 夏期に48時間貼付した場合、非特異的反応が起こる
ことがあるので注意すること。1）

2 ．副作用（頻度不明）2 ）

⑴ 皮膚： 瘙痒、刺激反応、陽性反応の持続、色素沈着、色
素脱失、皮膚炎の再燃、皮疹、膿疱、感染等を起
こすおそれがある。

⑵その他：感作されるおそれがある。
3 ．高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので検査
に際しては注意すること。

4 ．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊婦又は妊娠している可能性がある婦人には、診断
上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの
み投与すること。［妊娠中の投与に関する安全性は
確立していない。］

5 ．適用上の注意
パッチテスト施行時の注意
⑴ 貼付部位は肩胛間部（脊椎を避けた両側）及び上肢屈
側が最適である。
⑵ パッチテスト施行中は入浴及び過激な運動を避けさ
せること。

＊＊，＊

＊
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＊＊

P-1
2018年 4 月改訂（第 6版　販売中止に伴う改訂）
2016年10月改訂

＊＊
＊
貯　　法：室温保存
使用期限：直接の容器、外箱に表示（ 1年）
注　　意：引火性（アクリルモノマー）

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

アレルギー性皮膚疾患の検査薬

パッチテスト試薬（液）

日本標準商品分類番号
87729

規制区分 販売名 承認番号

処方箋医薬品注） パッチテスト試薬アクリノール 0.1％
パッチテスト試薬アクリルモノマー

（43AM）1803
（43AM）1804

劇薬　処方箋医薬品注） パッチテスト試薬ホルマリン 5 ％ （43AM）1817

処方箋医薬品注）

パッチテスト試薬塩酸プロカイン 1 ％
パッチテスト試薬塩酸キニーネ 1 ％
パッチテスト試薬レゾルシン 5 ％
パッチテスト試薬チメロサール 0.05％
パッチテスト試薬テレビン油 20％

（43AM）1836
（43AM）1837
（43AM）1838
（43AM）1842
（43AM）1845

薬 価 収 載：1994年 7 月
販 売 開 始：1969年 5 月

＊＊
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【有効成分に関する理化学的知見】

販売名
有効成分

成　分 分子式 一般名 性　状
パッチテスト試薬
　アクリノール 0.1％

（日局）アクリ
ノール水和物

C15H15N3O・
C3H6O3・H2O

アクリノール水和物
Acrinol Hydrate
（JAN）

本品は黄色の結晶性の
粉末である。

パッチテスト試薬
　アクリルモノマー

メタクリル酸
メチル

C5H8O2 メタクリル酸メチル 本品は無色澄明の液で、
特異なにおいがある。
本品は水に溶けにくく、
エタノール、クロロホ
ルムに混和する。
本品は揮発性で引火し
やすい。

パッチテスト試薬
　ホルマリン 5 ％

（日局）ホルマ
リン

（35.0～38.0％）
HCHO

（35.0～38.0％）
ホルマリン
Formalin（JAN）

本品は無色澄明の液で、
そのガスは粘膜を刺激
する。

パッチテスト試薬
　塩酸プロカイン 1 ％

（日局）プロカ
イン塩酸塩

C13H20N2O2・HCl プロカイン塩酸塩
Procaine 
Hydrochloride（JAN）

本品は白色の結晶又は
結晶性の粉末である。

パッチテスト試薬
　塩酸キニーネ 1 ％

（日局）キニー
ネ塩酸塩水和
物

C20H24N2O2・HCl・
2H2O

キニーネ塩酸塩水和物
Quinine Hydrochloride 
Hydrate（JAN）

本品は白色の結晶で、
においはなく、味は極
めて苦い。

パッチテスト試薬
　レゾルシン 5 ％

レゾルシン C6H6O2 レゾルシン
Resorcin（JAN）

本品は白色又はうすい
赤色の結晶又は粉末で、
わずかに特異なにおい
があり、味は甘く後や
や苦い。

パッチテスト試薬
　チメロサール 0.05％

チメロサール C9H9HgNaO2S チメロサール
Thimerosal（JAN）、
Thiomersal（INN）

本品は白色～淡黄色の
粉末で、わずかに特異
なにおいがある。

パッチテスト試薬
　テレビン油 20％

（日局）テレビン
油

テレビン油
Turpentine Oil（JAN）

本品は無色～微黄色澄
明の液で、特異なにお
いがあり、味は苦く刺
激性である。

【包　　　装】
5mL

【主 要 文 献】
1）増田勉ほか：日本皮膚科学会雑誌，80（ 8），515，1970
2）生野麻美子：皮膚，33（増11），146，1991

【文献請求先】
鳥居薬品株式会社 お客様相談室
〒103-8439 東京都中央区日本橋本町 3－4－1
TEL 0120-316-834
FAX 03-3231-6890

注： パッチテスト試薬ホルマリン 5％は、日本薬局方ホ
ルマリン 5 V/V％を含有する。
なお、日本薬局方ホルマリンはホルムアルデヒド35.0
～38.0％を含む。

＊＊

＊＊
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【組成・性状】

販売名
組成

製剤の性状
成分・含量（ 1 g中）添加物（基剤）

パッチテスト試薬
　ベルガモット油 10％

ベルガモット油
100mg含有

白色ワセリン 淡緑色～淡黄緑色
の軟膏で、ベルガ
モットの芳香を有
する。

パッチテスト試薬
　コールタール 2 ％

コールタール
20mg含有

白色ワセリン 暗灰色～黒色の軟膏
で、特異なにおいが
ある。

パッチテスト試薬
　 塩酸ジフェンヒドラミン 
5％

（日局）ジフェンヒ
ドラミン塩酸塩
50mg含有

白色ワセリン 白色の軟膏で、に
おいはほとんどな
い。

パッチテスト試薬
　 アミノ安息香酸エチル 
5％

（日局）アミノ安
息香酸エチル
50mg含有

白色ワセリン 白色の軟膏で、に
おいはない。

パッチテスト試薬
　いちょう葉 10％

いちょうの葉の
抽出物
100mg含有

白色ワセリン 緑色～黒緑色の軟
膏で、わずかに特
異なにおいがある。

パッチテスト試薬
　MBT 1 ％

メルカプトベン
ゾチアゾール
10mg含有

白色ワセリン 白色～淡黄色の軟膏
で、わずかに特異な
においがある。

パッチテスト試薬
　ℓ-メントール 1 ％

（日局）ℓ-メン
トール
10mg含有

白色ワセリン 白色の軟膏で、特
異のそう快な芳香
を有する。

パッチテスト試薬
　ローズ油 20％

ローズ油
200mg含有

白色ワセリン 淡黄色～緑褐色の
軟膏で、バラ様の
においがある。

パッチテスト試薬
　サリチル酸 5 ％

（日局）サリチル
酸 50mg含有

白色ワセリン 白色の軟膏で、に
おいはない。

パッチテスト試薬
　 ウルシオール 0.002％

ウルシオール
0.02mg含有

白色ワセリン 白色～わずかに灰
色の軟膏で、にお
いはない。

【効能又は効果】
アレルギー性皮膚疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
本品の少量を適当な布等に塗布し、皮膚面に 2日間貼付
し、剥がしてから30分から 1時間後及び 1日後に反応を
以下の基準により判定する。
なお、必要に応じて 3～ 5日後にも同様に判定する。
－　　　　反応なし
？＋　　　弱い紅斑
＋　　　　紅斑＋浸潤＋ときに丘疹
　　　　紅斑＋浸潤＋丘疹＋小水疱
　　　　大水疱

【使用上の注意】
1．重要な基本的注意
⑴ 皮膚炎が急性期にある場合には、皮膚炎の増悪、汎発
化をきたすことがあり、また皮膚の反応性が高まっ
ているため非特異的反応を起こしやすいのでパッチ
テストは行わないこと。
⑵皮膚炎のある部位にはパッチテストを行わないこと。
⑶ パッチテストを行う 2日前より副腎皮質ホルモンの
内服又は注射を原則として避けること。
⑷ 夏期に48時間貼付した場合、非特異的反応が起こる
ことがあるので注意すること。1）

2 ．副作用（頻度不明）2 ）

⑴ 皮膚： 瘙痒、刺激反応、陽性反応の持続、色素沈着、色
素脱失、皮膚炎の再燃、皮疹、膿疱、感染等を起
こすおそれがある。

⑵その他：感作されるおそれがある。
3 ．高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので検査
に際しては注意すること。

4 ．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊婦又は妊娠している可能性がある婦人には、診断
上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの
み投与すること。［妊娠中の投与に関する安全性は
確立していない。］

5 ．適用上の注意
パッチテスト施行時の注意
⑴ 貼付部位は肩胛間部（脊椎を避けた両側）及び上肢屈
側が最適である。
⑵  パッチテスト施行中は入浴及び過激な運動を避けさ
せること。

＊＊，＊

＊
＊＊
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P-2
2018年 4 月改訂（第 4版　販売中止に伴う改訂）
2006年10月改訂

＊＊
＊
貯　　法：室温保存
使用期限：直接の容器、外箱に表示（ 1年）

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

アレルギー性皮膚疾患の検査薬

パッチテスト試薬（軟膏）

日本標準商品分類番号
87729

規制区分 販売名 承認番号

処方箋医薬品注）

パッチテスト試薬ベルガモット油 10％
パッチテスト試薬コールタール 2 ％
パッチテスト試薬塩酸ジフェンヒドラミン 5 ％
パッチテスト試薬アミノ安息香酸エチル 5 ％
パッチテスト試薬いちょう葉 10％
パッチテスト試薬MBT 1 ％
パッチテスト試薬ℓ-メントール 1 ％
パッチテスト試薬ローズ油 20％
パッチテスト試薬サリチル酸 5 ％
パッチテスト試薬ウルシオール 0.002％

（43AM）1806
（43AM）1810
（43AM）1814
（43AM）1815
（43AM）1818
（43AM）1824
（43AM）1825
（43AM）1839
（43AM）1840
（43AM）1846

薬 価 収 載：1994年 7 月
販 売 開 始：1969年 5 月

＊＊
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【有効成分に関する理化学的知見】

販売名
有効成分

成　分 分子式 一般名 性　状
パッチテスト試薬
　ベルガモット油 10％

ベルガモット油 ベルガモット油 本品は黄褐色～緑色澄
明の液で、芳香があり、
味は苦い。

パッチテスト試薬
　コールタール 2 ％

コールタール コールタール 本品は黒色の粘稠な液
で、特異なにおいがあ
る。

パッチテスト試薬
　 塩酸ジフェンヒドラミン 
5 ％

（日局）ジフェ
ンヒドラミン塩
酸塩

C17H21NO・HCl ジフェンヒドラミ
ン塩酸塩
Diphenhydramine 
Hydrochloride（JAN）

本品は白色の結晶又は
結晶性の粉末で、にお
いはなく、味は苦く、
舌を麻ひする。

パッチテスト試薬
　 アミノ安息香酸エチル 
5 ％

（日局）アミノ
安息香酸エチ
ル

C9H11NO2 アミノ安息香酸エ
チル
Ethyl Aminobenzoate
（JAN）、
Benzocaine（INN）

本品は白色の結晶又は
結晶性の粉末で、にお
いはなく、味はやや苦
く、舌を麻ひする。

パッチテスト試薬
　いちょう葉 10％

いちょうの葉
の抽出物

いちょうの葉の抽
出物

本品は黒色の粘稠な油
で、特異なにおいがあ
る。

パッチテスト試薬
　MBT 1 ％

メルカプトベン
ゾチアゾール

C7H5S2N 2-メルカプトベン
ゾチアゾール

本品は淡黄色の結晶又
は結晶性の粉末である。

パッチテスト試薬
　ℓ-メントール 1 ％

（日局）ℓ-メン
トール

C10H20O ℓ-メントール
ℓ-Menthol（JAN）

本品は無色の結晶で、
特異でそう快な芳香が
あり、味は初め舌をや
くようで、後に清涼と
なる。

パッチテスト試薬
　ローズ油 20％

ローズ油 ローズ油 本品は淡黄褐色～黒緑
褐色の液で、バラ様の
においがある。

パッチテスト試薬
　サリチル酸 5 ％

（日局）サリチル
酸

C7H6O3 サリチル酸
Salicylic Acid（JAN）

本品は白色の結晶又は
結晶性の粉末で、にお
いはなく、わずかに酸
味があり、刺激性であ
る。

パッチテスト試薬
　ウルシオール 0.002％

ウルシオール ウルシオール 本品は黒色の粘稠な油
でにおいはない。

【包　　　装】
5 g

【主 要 文 献】
1）増田勉ほか：日本皮膚科学会雑誌，80（ 8），515，1970
2）生野麻美子：皮膚，33（増11），146，1991

【文献請求先】
鳥居薬品株式会社 お客様相談室
〒103-8439 東京都中央区日本橋本町 3－4－1
TEL 0120-316-834
FAX 03-3231-6890

＊＊，＊
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【効能又は効果】
アレルギー性皮膚疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
液　：本品１滴を適当な布等に滴加し､皮膚面に２日間

貼付し､剥がしてから３０分から１時間後及び１日
後に反応を以下の基準により判定する。
なお､必要に応じて３～５日後にも同様に判定する。

軟膏：本品の少量を適当な布等に塗布し､皮膚面に２日
間貼付し､剥がしてから３０分から１時間後及び１
日後に反応を以下の基準により判定する。
なお､必要に応じて３～５日後にも同様に判定する。
－　　　　反応なし
？＋　　　弱い紅斑
＋　　　　紅斑＋浸潤＋ときに丘疹

紅斑＋浸潤＋丘疹＋小水疱
大水疱

＊＊【組成・性状】

日本標準商品分類番号
８７７２９

貯　　法：室温保存
使用期限：直接の容器、外箱に表示（３年）

＊＊２０１６年１０月改訂（第４版）
＊２００９年９月改訂

アレルギー性皮膚疾患の検査薬

パッチテスト試薬金属

１９９３年６月
１９９４年７月
１９９３年６月
１９９３年６月
１９９３年６月
１９９３年６月
１９９３年６月
１９９３年６月
１９９３年６月
１９９３年６月
１９９４年７月
１９９４年７月
１９９４年７月
１９９３年６月
１９９３年６月
１９９４年７月
１９９４年７月

薬価収載販売名
パッチテスト試薬金属　塩化アルミニウム２％
パッチテスト試薬金属　塩化コバルト２％
パッチテスト試薬金属　塩化第二スズ１％
パッチテスト試薬金属　塩化第二鉄２％
パッチテスト試薬金属　塩化白金酸０．５％
パッチテスト試薬金属　塩化パラジウム１％
パッチテスト試薬金属　塩化マンガン２％
パッチテスト試薬金属　三塩化インジウム１％
パッチテスト試薬金属　四塩化イリジウム１％
パッチテスト試薬金属　臭化銀２％
パッチテスト試薬金属　重クロム酸カリウム０．５％
パッチテスト試薬金属　硫酸クロム２％
パッチテスト試薬金属　硫酸ニッケル５％
パッチテスト試薬金属　塩化亜鉛２％
パッチテスト試薬金属　塩化金酸０．２％
パッチテスト試薬金属　硫酸銅１％
パッチテスト試薬金属　塩化第二水銀０．０５％

承 認 番 号：（５AM）１６６

１９９３年７月
１９６９年５月
１９９３年７月
１９９３年７月
１９９３年７月
１９９３年７月
１９９３年７月
１９９３年７月
１９９３年７月
１９９３年７月
１９６９年５月
１９６９年５月
１９６９年５月
１９９３年７月
１９９３年７月
１９６９年５月
１９６９年５月

販売開始規制区分

P－３

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

＊

処方箋医薬品注）

劇薬　処方箋医薬品注）

毒薬　処方箋医薬品注）

１mL中　硫酸ニッ
ケル５０mg含有

精製水 緑色澄明の液で、
においはない。

パッチテスト試薬金属
硫酸ニッケル５％

１mL中　硫酸クロ
ム２０mg含有

精製水 濃緑色澄明の液で、
においはない。

パッチテスト試薬金属
硫酸クロム２％

１g中　塩化亜鉛
２０mg含有

白色ワセリン 白色の軟膏で、に
おいはない。

パッチテスト試薬金属
塩化亜鉛２％

成分・含量
組成

基剤
製剤の性状販売名

１mL中　テトラ
クロロ金酸
２mg含有

精製水 淡黄色～黄色澄明
の液で、においは
ない。

パッチテスト試薬金属
塩化金酸０．２％

１mL中　硫酸銅
１０mg含有

精製水 青色澄明の液で、
においはない。

パッチテスト試薬金属
硫酸銅１％

１mL中　塩化第二
水銀０．５mg含有

精製水 無色澄明の液で、
においはない。

パッチテスト試薬金属
塩化第二水銀０．０５％

１mL中　塩化アルミ
ニウム２０mg含有

精製水 無色澄明の液で、
においはない。

パッチテスト試薬金属
塩化アルミニウム２％

成分・含量

組成
添加物
（基剤）

製剤の性状販売名

１mL中　塩化コバル
ト２０mg含有

精製水 淡紅色澄明の液で、
においはない。

パッチテスト試薬金属
塩化コバルト２％

１mL中　塩化第二
スズ１０mg含有

精製水 白色の沈殿を含む
ことがある液で、
沈殿を含む場合は
よく振り混ぜると
き均一に分散し、
においはない。

パッチテスト試薬金属
塩化第二スズ１％

１mL中　塩化第二
鉄２０mg含有

精製水 黄色～橙色の沈殿
を含むことがある
液で、沈殿を含む
場合はよく振り混
ぜるとき均一に分
散し、においはな
い。

パッチテスト試薬金属
塩化第二鉄２％

１mL中　ヘキサクロ
ロ白金酸５mg含有

精製水 黄色～淡橙色澄明
の液で、においは
ない。

パッチテスト試薬金属
塩化白金酸０．５％

１mL中　塩化パラ
ジウム１０mg含有

精製水 褐色の沈殿を含む
ことがある液で、
沈殿を含む場合は
よく振り混ぜると
き均一に分散し、
においはない。

パッチテスト試薬金属
塩化パラジウム１％

１g中　塩化マンガ
ン２０mg含有

白色ワセリン 白色の軟膏で、に
おいはない。

パッチテスト試薬金属
塩化マンガン２％

１mL中　三塩化
インジウム
１０mg含有

精製水 白色のわずかに沈
殿を含むことがあ
る液で、沈殿を含
む場合はよく振り
混ぜるとき均一に
分散し、においは
ない。

パッチテスト試薬金属
三塩化インジウム１％

１g中　臭化銀
２０mg含有

白色ワセリン 淡黄色～黄緑色の
軟膏で、においは
ない。

パッチテスト試薬金属
臭化銀２％

１mL中　重クロム
酸カリウム
５mg含有

精製水 橙色澄明の液。パッチテスト試薬金属
重クロム酸カリウム
０．５％

１mL中　四塩化
イリジウム
１０mg含有

精製水 褐色～黒色の沈殿
を含むことがある
液で、沈殿を含む
場合はよく振り混
ぜるとき均一に分
散し、においはな
い。

パッチテスト試薬金属
四塩化イリジウム
１％

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊



－２－

【使用上の注意】
１．重要な基本的注意
⑴皮膚炎が急性期にある場合には､皮膚炎の増悪､汎発
化をきたすことがあり､また皮膚の反応性が高まっ
ているため非特異的反応を起こしやすいのでパッチ
テストは行わないこと。
⑵皮膚炎のある部位にはパッチテストを行わないこと。
⑶パッチテストを行う２日前より副腎皮質ホルモンの
内服又は注射を原則として避けること。
⑷夏期に４８時間貼付した場合､非特異的反応が起こる
ことがあるので注意すること。１）

２．副作用（頻度不明）２）

⑴皮膚：　痒､刺激反応､陽性反応の持続､色素沈着､色
素脱失､皮膚炎の再燃､皮疹､膿疱､感染等を起
こすおそれがある。

⑵その他：感作されるおそれがある。
３．高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので検査
に際しては注意すること。

４．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊婦又は妊娠している可能性がある婦人には､診断
上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの
み投与すること。［妊娠中の投与に関する安全性は
確立していない。］

５．適用上の注意
パッチテスト施行時の注意
⑴貼付部位は肩胛間部（脊椎を避けた両側）及び上肢屈
側が最適である。
⑵塩化第二水銀はアルミニウム製チヤンバーを用いた
際刺激による偽陽性が､また塩化亜鉛ではアルミニ
ウム製及びプラスチック製チヤンバーを用いた際刺
激による偽陽性の報告があり､パッチテスト施行の
際には注意すること｡３）

⑶パッチテスト施行中は入浴及び過激な運動を避けさ
せること。

【有効成分に関する理化学的知見】

【包　　　装】
液：５mL　　軟膏：５g

【主 要 文 献】
１）増田勉ほか：日本皮膚科学会雑誌，８０（８），５１５，１９７０
２）生野麻美子：皮膚，３３（増１１），１４６，１９９１
３）久保容ニ郎：皮膚，３４（増１４），５２，１９９２

【文献請求先】
鳥居薬品株式会社 お客様相談室
〒１０３－８４３９ 東京都中央区日本橋本町３－４－１
TEL ０１２０－３１６－８３４
FAX ０３－３２３１－６８９０

販売元
製　造

塩化アルミニ
ウム

本品は白又はうすい黄
色の結晶又は結晶性粉
末である。

パッチテスト試薬金属
塩化アルミニウム２％

成　分 分子式 一般名

有効成分

性　状
販売名

塩化コバルト 塩化コバルト 本品は紫みの赤の結晶
で、潮解性がある。

パッチテスト試薬金属
塩化コバルト２％

塩化第二スズ SnCl４・nH２O

CoCl２・６H２O

AlCl３・６H２O

塩化第二スズ

H２PtCl６・６H２O ヘキサクロロ白金
酸

本品は白～灰白色の結
晶性の固塊で吸湿性が
強い。

パッチテスト試薬金属
塩化第二スズ１％

ヘキサクロロ
白金酸

本品は赤褐色の結晶又
は結晶塊で、潮解性が
強い。

パッチテスト試薬金属
塩化白金酸０．５％

塩化パラジウム 塩化パラジウム 本品は暗い褐色の粉末
で、吸湿性がある。

パッチテスト試薬金属
塩化パラジウム１％

塩化マンガン 塩化マンガン 本品は淡紅色の結晶又
は結晶性粉末である。

パッチテスト試薬金属
塩化マンガン２％

三塩化インジウ
ム

InCl３・４H２O

MnCl２・４H２O

PdCl２

三塩化インジウム

IrCl４ 四塩化イリジウム

AgBr

K２Cr２O７

臭化銀

本品は白色の結晶性の
粉末又は結晶性の小塊
である。

パッチテスト試薬金属
三塩化インジウム１％

臭化銀 本品は微黄色～黄色の
粉末である。

パッチテスト試薬金属
臭化銀２％

重クロム酸カ
リウム

重クロム酸カリウ
ム

本品は黄みの赤～赤み
の黄色の結晶又は結晶
性粉末である。

パッチテスト試薬金属
重クロム酸カリウム
０．５％

四塩化イリジウ
ム

本品は黒紫～黒色の結
晶である。

パッチテスト試薬金属
四塩化イリジウム１％

塩化アルミニウム

塩化第二鉄 FeCl３・６H２O 塩化第二鉄 本品は黄色～褐色の結
晶塊で、潮解性がある。

パッチテスト試薬金属
塩化第二鉄２％

成　分 分子式 一般名

有効成分

性　状
販売名

Cr２（SO４）３・
８H２O

硫酸クロム硫酸クロム 本品は緑色～黒緑色の
粉末又は結晶である。

パッチテスト試薬金属
硫酸クロム２％

NiSO４・６H２O硫酸ニッケル 硫酸ニッケル 本品は緑の結晶又は結
晶性粉末で、風解する。

パッチテスト試薬金属
硫酸ニッケル５％

ZnCl２塩化亜鉛 塩化亜鉛
Zinc Chloride（JAN）

本品は白い結晶性粉末
又は塊状で、潮解性が
ある。

パッチテスト試薬金属
塩化亜鉛２％

HAuCl４・４H２Oテトラクロロ
金酸

テトラクロロ金酸 本品は黄金色～赤みの
黄で潮解性がある結晶
又は固塊である。

パッチテスト試薬金属
塩化金酸０．２％

CuSO４・５H２O硫酸銅 硫酸銅 本品は青色の結晶、塊
又は粉末で、においは
なく、特異な味がある。

パッチテスト試薬金属
硫酸銅１％

HgCl２塩化第二水銀 塩化第二水銀
Mercuric Chloride

　（JAN）

本品は重い無色の結晶
又は白色の結晶性の粉
末で、においはない。

パッチテスト試薬金属
塩化第二水銀０．０５％

JJ
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