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【組成・性状】

【効能又は効果】
診断
アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
診断
通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度
に傷をつけ、本品１滴を滴下し、１５～３０分後に膨疹径
が対照の２倍以上または５mm以上を陽性とする。

＊＊，＊【使用上の注意】
＊＊，＊１．重要な基本的注意

＊＊⑴ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するた
め、十分な問診を行うこと。

＊＊⑵ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置
のとれる準備をしておくこと。
⑶投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行
うこと。

＊＊⑷正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト
検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエータ遊離抑
制薬等の投与を中止すること。

また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投与
を中止することが望ましい薬剤があるので注意するこ
と。
⑸反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレ
ルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再
検査することが望ましい。

＊＊⑹原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査
結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結
果等も踏まえて総合的に判定すること。

＊⑺非選択的β遮断薬服用の患者への注意
検査のために本剤が投与されたときに、本剤による
反応（アレルギー反応）が強くあらわれることがある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のためにア
ドレナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が
通常の用量では十分発現しないことがある。

＊＊⑻三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害
薬（MAOI）服用の患者への注意
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナ
リンを投与したとき、アドレナリンの効果が増強さ
れることがある。

＊＊２．副作用
＊＊⑴重大な副作用

ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるの
で、観察を十分に行い、くしゃみ、蕁麻疹、血管浮
腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常があ
らわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
⑵その他の副作用
観察を十分に行い、次のような症状があらわれた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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
ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られ
ているので、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる
広範な皮膚反応テストは避けること。

＊＊，＊５．適用上の注意
＊⑴投与時
別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルゲン
スクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて
反応を比較すること。

＊＊⑵投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合があ
る。

【包　　　装】
１mL点滴用スポイト付瓶

日本標準商品分類番号
８７７２９

S－POL

組　　　成
本剤は各々の原料を５０％グリセリン食塩溶液
で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、
原料重量に対し、２０倍液（１：２０）である。

添　加　物
濃グリセリン５０％（Ｗ／Ｗ）

販　売　名

性
　
　
状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
アカマツ花粉 淡黄色澄明

色

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
アキノキリン草花粉 淡褐色澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
カナムグラ花粉 淡黄色澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
カモガヤ花粉 淡黄色～黄色澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
キク花粉 淡黄色～黄色澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
クロマツ花粉

無色～わずかに黄色
澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
スギ花粉 淡黄色澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
ヒメガマ花粉 淡黄色～黄色澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
ブタクサ花粉 黄色～黄褐色澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
ホウレン草花粉 無色～淡黄色澄明

塩化ナトリウム５％（Ｗ／Ｗ）

薬価収載
販売開始

１９６５年１２月
１９６５年１０月

再評価結果 １９８９年９月

アレルゲン検査薬

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

診断用スクラッチエキス　花粉類

販　　売　　名 承 認 番 号
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アカマツ花粉 （４０A）４６３３
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉 （４０A）４６３４
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉 （４０A）４６３５
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉 （４０A）４６３６
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キク花粉 （４０A）４６３７
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」クロマツ花粉 （４０A）４６３８
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉 （４０A）４６３９
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉 （４０A）４６４０
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉 （４０A）４６４１
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ホウレン草花粉 （４０A）４６４２

過敏症

頻度不明
喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮
腫、発疹、そう痒等

貯　　法：２～８℃保存（凍結不可）
使用期限：直接の容器、外箱に表示（３年）
注　　意：使用後は汚染を防ぐため

スポイトキャップをよく締めること。

＊＊２０１６年５月改訂（第５版）
＊２００９年９月改訂
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【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

JE

販売元
製　造
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【効能又は効果】
診断
アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
診断
通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度
に傷をつけ、本品１滴を滴下し、１５～３０分後に膨疹径
が対照の２倍以上または５mm以上を陽性とする。

＊＊，＊【使用上の注意】
＊＊，＊１．重要な基本的注意

＊＊⑴ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するた
め、十分な問診を行うこと。

＊＊⑵ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置
のとれる準備をしておくこと。
⑶投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行
うこと。

＊＊⑷正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト
検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエータ遊離抑

制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投与
を中止することが望ましい薬剤があるので注意するこ
と。
⑸反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレ
ルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再
検査することが望ましい。

＊＊⑹原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査
結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結
果等も踏まえて総合的に判定すること。

＊⑺非選択的β遮断薬服用の患者への注意
検査のために本剤が投与されたときに、本剤による反
応（アレルギー反応）が強くあらわれることがある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のためにアド
レナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が通常
の用量では十分発現しないことがある。

＊＊⑻三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害
薬（MAOI）服用の患者への注意
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナ
リンを投与したとき、アドレナリンの効果が増強さ
れることがある。

＊＊２．副作用
＊＊⑴重大な副作用

ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、
観察を十分に行い、くしゃみ、蕁麻疹、血管浮腫、不
快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常があらわれ
た場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
⑵その他の副作用
観察を十分に行い、次のような症状があらわれた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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
ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られ
ているので、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる
広範な皮膚反応テストは避けること。

＊＊，＊５．適用上の注意
＊⑴投与時
別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルゲン
スクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて
反応を比較すること。

＊＊⑵投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合が
ある。

【包　　　装】
１ｍＬ点滴用スポイト付瓶

【組成・性状】

日本標準商品分類番号
８７７２９

＊＊２０１６年５月改訂（第５版）
＊２００９年９月改訂

貯　　法：２～８℃保存（凍結不可）
使用期限：直接の容器、外箱に表示（３年）
注　　意：使用後は汚染を防ぐため

スポイトキャップをよく締めること。

組　　　成

添　加　物 
濃グリセリン５０％（Ｗ／Ｗ）

販　売　名 

性
　
　
状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アジ
淡黄色澄明

色

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イワシ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カツオ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カレイ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キス
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」サケ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」サバ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」サンマ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タラ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒラメ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブリ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」マグロ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アサリ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イカ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」エビ

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カキ（貝）

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カニ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タコ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ハマグリ

分
類

魚
　
　
類

塩化ナトリウム５％（Ｗ／Ｗ）

無色～淡黄色澄明

淡黄色澄明

無色～淡黄色澄明

淡黄色澄明

淡黄褐色澄明～わ
ずかにたん白石濁

淡黄色澄明

黄褐色～褐色澄明

貝
・
甲
殻
類

過敏症

頻度不明
喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮
腫、発疹、そう痒等

薬価収載
販売開始

１９６５年１２月
１９６５年１０月

再評価結果 １９８９年９月

アレルゲン検査薬

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

診断用スクラッチエキス　食品類（魚類、貝・甲殻類）

販　　売　　名分類

魚　類

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アジ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イワシ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カツオ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カレイ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キス
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」サケ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」サバ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」サンマ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タラ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒラメ

承 認 番 号
（４０A）４６６５
（４０A）４６６７
（４０A）４６６９
（４０A）４６７１
（４０A）４６７２
（４０A）４６７３
（４０A）４６７４
（４０A）４６７６
（４０A）４６７８
（４０A）４６８１

販　　売　　名分類

魚　類

貝・甲殻類

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブリ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」マグロ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アサリ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イカ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」エビ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カキ（貝）
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カニ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タコ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ハマグリ

承 認 番 号
（４０A）４６８２
（４０A）４６８３
（４０A）４６８４
（４０A）４６８６
（４０A）４６８８
（４０A）４６８９
（４０A）４６９０
（４０A）４６９１
（４０A）４６９２

S－FOF
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【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

JE

販売元
製　造



－ 1 －

＊＊【組成・性状】

【効能又は効果】
診断
アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
診断
通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度
に傷をつけ、本品１滴を滴下し、１５～３０分後に膨疹径
が対照の２倍以上または５mm以上を陽性とする。

＊【使用上の注意】
＊１．重要な基本的注意
＊⑴ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するた

め、十分な問診を行うこと。
＊⑵ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置

のとれる準備をしておくこと。
⑶投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行
うこと。

＊⑷正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト
検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエータ遊離抑
制薬等の投与を中止すること。

また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投与を
中止することが望ましい薬剤があるので注意するこ
と。
⑸反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレ
ルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再
検査することが望ましい。

＊⑹原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査
結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結
果等も踏まえて総合的に判定すること。
⑺非選択的β遮断薬服用の患者への注意
検査のために本剤が投与されたときに、本剤による反
応（アレルギー反応）が強くあらわれることがある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のためにアド
レナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が通常
の用量では十分発現しないことがある。

＊⑻三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害
薬（MAOI）服用の患者への注意
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリ
ンを投与したとき、アドレナリンの効果が増強される
ことがある。

＊２．副作用
＊⑴重大な副作用
ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、
観察を十分に行い、くしゃみ、蕁麻疹、血管浮腫、
不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常があらわ
れた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
⑵その他の副作用
観察を十分に行い、次のような症状があらわれた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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
ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られ
ているので、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる
広範な皮膚反応テストは避けること。

＊５．適用上の注意
⑴投与時
別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルゲン
スクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて
反応を比較すること。

＊⑵投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合があ
る。

日本標準商品分類番号

８７７２９
＊＊２０１６年６月改訂（第６版）
＊２０１６年５月改訂

貯　　法：２～８℃保存（凍結不可）
使用期限：直接の容器、外箱に表示（３年）
注　　意：使用後は汚染を防ぐため

スポイトキャップをよく締めること。

過敏症

頻度不明
喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮
腫、発疹、そう痒等

薬価収載
販売開始

１９６５年１２月
１９６５年１０月

再評価結果 １９８９年９月
アレルゲン検査薬

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

診断用スクラッチエキス　食品類（穀類、野菜類、果実類、その他）

販　　売　　名分類

穀　類

野菜類

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」小麦粉
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」米
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」コンニャク粉
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ソバ粉
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」トウモロコシ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」パン
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」モチ米
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」エダマメ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キャベツ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ゴマ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」シイタケ（乾）
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ジャガイモ

承 認 番 号
（４０A）４６４４
（４０A）４６４５
（４０A）４６４６
（４０A）４６４７
（４０A）４６４８
（４０A）４６４９
（４０A）４６５０
（４０A）４６９７
（４０A）４６９８
（４０A）４７０４
（４０A）４７０８
（４０A）４７１０

販　　売　　名分類

野菜類

その他

果実類

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タケノコ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タマネギ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」トマト
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ニンジン
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ホウレン草
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ラッカセイ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アーモンド
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」リンゴ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イースト（パン種）
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ココア
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」チョコレート

承 認 番 号
（４０A）４７１５
（４０A）４７１６
（４０A）４７１８
（４０A）４７２１
（４０A）４７２６
（４０A）４７２８
（４０A）４７３３
（４０A）４７４７
（４０A）４７４８
（４０A）４７５０
（４０A）４７５３

S－FOG

組　　　成
本剤は各々の原料を５０％グリセリン食塩溶液で抽
出して得た特異的アレルゲンを含むもので、原料
重量に対し、１０倍液（１：１０）である。

添　加　物 
濃グリセリン５０％（Ｗ／Ｗ）

販　売　名 

性
　
　
状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」小麦粉
無色澄明

色

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」米
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」コンニャク粉 淡褐色～褐色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ソバ粉 淡褐色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」トウモロコシ 無色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」パン ほとんど無色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」モチ米 無色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」エダマメ

淡黄色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キャベツ
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ゴマ わずかに褐色～暗褐色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」シイタケ（乾） 淡褐色～褐色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ジャガイモ 褐色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タケノコ 淡黄褐色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タマネギ

淡黄色澄明アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」トマト

褐色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ニンジン

淡黄褐色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ホウレン草

淡黄色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ラッカセイ

黄色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アーモンド

淡黄色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」リンゴ

褐色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イースト（パン種）

淡褐色澄明
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ココア
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」チョコレート

分
類

穀
　
　
類

野
　
菜
　
類

そ
の
他

果
実
類

塩化ナトリウム５％（Ｗ／Ｗ）

＊＊ 
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【包　　　装】
１ｍＬ点滴用スポイト付瓶

【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

JF

販売元
製　造



－ 1 －

【組成・性状】

【効能又は効果】
診断
アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
診断
通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度
に傷をつけ、本品１滴を滴下し、１５～３０分後に膨疹径
が対照の２倍以上または５mm以上を陽性とする。

＊＊，＊【使用上の注意】
＊＊，＊１．重要な基本的注意

＊＊⑴ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するた
め、十分な問診を行うこと。

＊＊⑵ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置
のとれる準備をしておくこと。
⑶投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行
うこと。

＊＊⑷正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト
検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエータ遊離抑
制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投
与を中止することが望ましい薬剤があるので注意する
こと。
⑸反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレ
ルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再
検査することが望ましい。

＊＊⑹原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査
結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結

果等も踏まえて総合的に判定すること。
＊⑺非選択的β遮断薬服用の患者への注意

検査のために本剤が投与されたときに、本剤によ
る反応（アレルギー反応）が強くあらわれることが
ある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のために
アドレナリンを投与したとき、アドレナリンの効
果が通常の用量では十分発現しないことがある。

＊＊⑻三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害
薬（MAOI）服用の患者への注意
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレ
ナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が増
強されることがある。

＊＊２．副作用
＊＊⑴重大な副作用

ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるの
で、観察を十分に行い、くしゃみ、蕁麻疹、血管浮腫、
不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常があらわれ
た場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
⑵その他の副作用
観察を十分に行い、次のような症状があらわれた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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
ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られ
ているので、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる
広範な皮膚反応テストは避けること。

＊＊，＊５．適用上の注意
＊⑴投与時

別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルゲン
スクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて
反応を比較すること。

＊＊⑵投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合があ
る。

【包　　　装】
１mL点滴用スポイト付瓶

【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

日本標準商品分類番号
８７７２９

＊＊２０１６年５月改訂（第７版）
＊２００９年９月改訂

貯　　法：２～８℃保存（凍結不可）
使用期限：直接の容器、外箱に表示（３年）
注　　意：使用後は汚染を防ぐため

スポイトキャップをよく締めること。

組　　　成
本剤は各々の原料を５０％グリセリン食塩溶液
で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、
原料重量に対し、１０倍液（１：１０）である。

添　加　物
濃グリセリン５０％（Ｗ／Ｗ）

販　売　名 

性
　
　
状

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アサ布 淡黄色澄明

色

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イネワラ 淡黄褐色澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キヌ 黄褐色澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ハウスダスト 褐色澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」モミガラ 淡黄褐色澄明

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」綿 淡黄色澄明

塩化ナトリウム５％（Ｗ／Ｗ）

薬価収載
販売開始

１９６５年１２月
１９６５年１０月

再評価結果 １９８９年９月

アレルゲン検査薬

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

診断用スクラッチエキス　雑類（ハウスダストを含む）

販　　売　　名 承 認 番 号
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アサ布 （４０A）４７６７
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イネワラ （４０A）４７６８
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」キヌ （４０A）４７６９
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ハウスダスト （４０A）４７７５
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」モミガラ （４０A）４７８１
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」綿 （４０A）４７８２

過敏症

頻度不明

喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮
腫、発疹、そう痒等

S－OTH
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販売元
製　造



－ 1 －

＊＊【組成・性状】

【効能又は効果】
診断
アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
診断
通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度
に傷をつけ、本品１滴を滴下し、１５～３０分後に膨疹径
が対照の２倍以上または５mm以上を陽性とする。

＊【使用上の注意】
＊１．重要な基本的注意
＊⑴ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するた
め、十分な問診を行うこと。

＊⑵ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置
のとれる準備をしておくこと。
⑶投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行
うこと。

＊⑷正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト
検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエータ遊離抑
制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投
与を中止することが望ましい薬剤があるので注意す
ること。
⑸反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレ
ルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再
検査することが望ましい。

＊⑹原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査
結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結
果等も踏まえて総合的に判定すること。
⑺非選択的β遮断薬服用の患者への注意
検査のために本剤が投与されたときに、本剤による
反応（アレルギー反応）が強くあらわれることがある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のためにア
ドレナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が
通常の用量では十分発現しないことがある。

＊⑻三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害
薬（MAOI）服用の患者への注意
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナ
リンを投与したとき、アドレナリンの効果が増強さ
れることがある。

＊２．副作用
＊⑴重大な副作用
ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるの
で、観察を十分に行い、くしゃみ、蕁麻疹、血管浮
腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常があ
らわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
⑵その他の副作用
観察を十分に行い、次のような症状があらわれた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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
ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られ
ているので、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる
広範な皮膚反応テストは避けること。

＊５．適用上の注意
⑴投与時
別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルゲン
スクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて
反応を比較すること。
⑵判定時
真菌類のエキスは、遅延型反応を認めることがある。

＊⑶投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合があ
る。

【包　　　装】
１mL点滴用スポイト付瓶

日本標準商品分類番号
８７７２９

＊＊２０１６年６月改訂（第６版）
＊２０１６年５月改訂

貯　　法：２～８℃保存（凍結不可）
使用期限：直接の容器、外箱に表示（３年）
注　　意：使用後は汚染を防ぐため
　　　　　スポイトキャップをよく締めること。

過敏症

頻度不明

喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮
腫、発疹、そう痒等

薬価収載
販売開始

１９７０年８月
１９６８年３月

アレルゲン検査薬

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

診断用スクラッチエキス　真菌類

販　　売　　名 承 認 番 号
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アルテルナリア （４３AM）３０
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アスペルギルス （４３AM）３１
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カンジダ （４３AM）３２
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」クラドスポリウム （４３AM）３３
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ペニシリウム （４３AM）３４

S－MOL

組　　　成

本剤は各々の真菌培養液から得た凍結乾燥
物に５０％グリセリン溶液を加えて得た特異
的アレルゲンを含むもので、凍結乾燥重量
に対して１００倍液（１：１００）である。

添　加　物
＊＊ 

＊＊ 

濃グリセリン５０％（Ｗ／Ｗ）

色
淡褐色～褐色澄明（カンジダ以外）
無色～褐色澄明（カンジダ）

製　　　法
各々の菌を培養し、培養液をろ過し、ろ液
を真空濃縮して透析し、凍結乾燥する。

販　売　名
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
アルテルナリア

原菌名
Alternaria

alternata

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
アスペルギルス

Aspergillus
fumigatus

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
カンジダ

Candida
albicans

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
クラドスポリウム

Cladosporium
cladosporioides

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
ペニシリウム

Talaromyces
luteus
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【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

JF

販売元
製　造



【組成・性状】

【効能又は効果】
診断
アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

＊【用法及び用量】
診断
通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度
に傷をつけ、本品１滴を滴下し、１５～３０分後に膨疹径
が対照の２倍以上または５mm以上を陽性とする。
なお、対照液はアレルゲンスクラッチエキス対照液「ト
リイ」を用いる。

＊＊，＊【使用上の注意】
＊＊，＊１．重要な基本的注意

＊＊⑴ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するた
め、十分な問診を行うこと。

＊＊⑵ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置
のとれる準備をしておくこと。
⑶投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行
うこと。

＊＊⑷正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト
検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエータ遊離抑
制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投
与を中止することが望ましい薬剤があるので注意す
ること。

⑸反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレ
ルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再
検査することが望ましい。

＊＊⑹原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査
結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結
果等も踏まえて総合的に判定すること。

＊⑺非選択的β遮断薬服用の患者への注意
検査のために本剤が投与されたときに、本剤による
反応（アレルギー反応）が強くあらわれることがある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のためにア
ドレナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が
通常の用量では十分発現しないことがある。

＊＊⑻三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害
薬（MAOI）服用の患者への注意
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナ
リンを投与したとき、アドレナリンの効果が増強さ
れることがある。

＊＊２．副作用
本剤にてスクラッチ反応を実施した６５９症例において、
検査施行後に喘息発作が誘発された症例が１例みら
れたが、スクラッチ反応との因果関係があるとは断
定し得なかった。その他に副作用は認められなかっ
た（承認時）。

＊＊⑴重大な副作用
ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、
観察を十分に行い、くしゃみ、蕁麻疹、血管浮腫、
不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常があらわ
れた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
⑵その他の副作用
観察を十分に行い、次のような症状があらわれた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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
ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られ
ているので、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる
広範な皮膚反応テストは避けること。

＊＊，＊５．適用上の注意
＊⑴投与時
別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルゲン
スクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて
反応を比較すること。

－ 1 －

日本標準商品分類番号
８７７２９

貯　　法：２～８℃保存（凍結不可）
使用期限：直接の容器、外箱に表示（３年）
注　　意：使用後は汚染を防ぐため

スポイトキャップをよく締めること。

＊＊２０１６年５月改訂（第５版）
＊２００９年９月改訂

S－M・P

組　　　成

本剤は各々の原料を５０％グリセリン食塩溶液
で抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、
原料重量に対し、ダニ［ダニ種：コナヒョウヒ
ダニDermatophagoides farinae］は１００倍液（１：
１００）、ヨモギ花粉及びチモシー花粉は２０倍液
（１：２０）である。

添　加　物 
濃グリセリン５０％（Ｗ／Ｗ）

販　売　名

性
　
　
状

アレルゲンスクラッチエキス
「トリイ」ダニ

色 pH
淡黄色～淡褐色澄明
又は振り混ぜるとき
わずかな浮遊物を認
める

アレルゲンスクラッチエキス
「トリイ」ヨモギ花粉

黄色～褐色澄明又は
振り混ぜるときわず
かな浮遊物を認める

アレルゲンスクラッチエキス
「トリイ」チモシー花粉

５．５
　
７．５

４．５
　
６．５

塩化ナトリウム５％（Ｗ／Ｗ）

〜

〜

過敏症
喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮
腫、発疹、そう痒等

頻度不明

薬価収載
販売開始

１９８４年２月
１９８４年８月

アレルゲン検査薬

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

診断用スクラッチエキス　ダニ・ヨモギ花粉・チモシー花粉

販　　売　　名 承 認 番 号
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ダニ （５９AM）２２１
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヨモギ花粉 （５９AM）２２２
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」チモシー花粉 （５９AM）２２３



販売元
製　造

＊＊⑵投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合があ
る。

【臨 床 成 績】１）

１．陽性率及び他の検査結果との一致性
原因アレルゲンがダニ、ヨモギ花粉又はチモシー花
粉と推定されるアレルギー性疾患患者を対照とした
本剤の陽性率ならびに他の検査結果との一致性は次
の通りである。

【薬 効 薬 理】
本剤はマウス及びラットを用いたPCA反応により、IgE
抗体と反応して陽性皮膚反応を惹起する（アレルゲン性を
有する）こと、また、対応するIgE抗体とのみ反応する（特
異性を有する）ことが判明した。

【包　　　装】
１mL点滴用スポイト付瓶

【主 要 文 献】
１）宮本昭正ほか：基礎と臨床、１５（５）２９８，１９８１

【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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スクラッチ反応陽性率

科名
品目

内　　　科
小　児　科
耳鼻咽喉科

計

１２．１
２９．２
５２．２
３９．９

分子：スクラッチ反応陽性症例数、分母：スクラッチ反応施行症例数

％

　　８／　６６
　１９／　６５
１０８／２０７
１３５／３３８

チモシー花粉

１８．２
１８．５
４６．９
３５．８

％

　１２／　６６
　１２／　６５
　９７／２０７
１２１／３３８

７４．７
７８．５
５５．８
６８．４

　６
　３
　６
１５

２６０／３４８
　５１／　６５
１２６／２２６
４３７／６３９

ヨモギ花粉％ダニ数設
施

ダニにおけるスクラッチ反応と他の検査結果との一致性

スクラッチ
反応

判定
皮内反応
陽性（％）

２３５（９３．６）

　７１（５１．８）

３０１／３８８

φ＝０．４９

陰性（％）

　１６（　６．４）

　６６（４８．２）

（７７．６）

p＜０．００５

陽性（％）

１８８（８０．３）

　１６（１７．２）

２６５／３２７

φ＝０．５８

陰性（％）

　４６（１９．７）

　７７（８２．８）

（８１．０）

p＜０．００５

陽性（％）

　７０（９４．６）

　　０（　０　　）

　７２／　７６

φ＝０．５６

陰性（％）

　　４（　５．４）

　　２（１００）

（９４．７）

p＜０．００５

陽性（％）

　４１（９１．１）

　１１（３６．７）

　６０／　７５

φ＝０．５８

陰性（％）

　　４（　８．９）

　１９（６３．３）

（８０．０）

p＜０．００５

RAST 吸入誘発 鼻ディスク誘発
項目

検査名

陽性
陰性

一　致　率
相　関　性

ヨモギ花粉におけるスクラッチ反応と他の検査結果との一致性

スクラッチ
反応

判定
皮内反応

陽性（％）

　８１（８５．３）

　３３（２５．２）

１７９／２２６

φ＝０．５９

陰性（％）

　１４（１４．７）

　９８（７４．８）

（７９．２）

p＜０．００５

陽性（％）

　２７（４０．９）

　　１（　０．９）

１３４／１７４

φ＝０．５３

陰性（％）

　３９（５９．１）

１０７（９９．１）

（７７．０）

p＜０．００５

陽性（％）

　３４（７９．１）

　　１（　５．９）

　５０／　６０

φ＝０．６７

陰性（％）

　　９（２０．９）

　１６（９４．１）

（８３．３）

p＜０．００５

RAST 鼻ディスク誘発
項目

検査名

陽性
陰性

一　致　率
相　関　性

チモシー花粉におけるスクラッチ反応と他の検査結果との一致性

スクラッチ
反応

判定
皮内反応

陽性（％）

１１０（９２．４）

　３７（２６．１）

２１５／２６１

φ＝０．６７

陰性（％）

　　９（　７．６）

１０５（７３．９）

（８２．４）

p＜０．００５

陽性（％）

　４９（６４．５）

　　２（　２．０）

１４８／１７７

φ＝０．６８

陰性（％）

　２７（３５．５）

　９９（９８．０）

（８３．６）

p＜０．００５

陽性（％）

　６２（９１．２）

　　０（　０　　）

　７６／　８２

φ＝０．８０

陰性（％）

　　６（　８．８）

　１４（１００ ）

（９２．７）

p＜０．００５

RAST 鼻ディスク誘発
項目

検査名

陽性
陰性

一　致　率
相　関　性

S－M・P JE
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【組成・性状】

【効能又は効果】
診断
アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
診断
通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度
に傷をつけ、本品１滴を滴下し、１５～３０分後に膨疹径
が対照の２倍以上または５mm以上を陽性とする。

＊＊，＊【使用上の注意】
＊＊，＊１．重要な基本的注意

＊＊⑴ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するた
め、十分な問診を行うこと。

＊＊⑵ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置
のとれる準備をしておくこと。
⑶投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行
うこと。
⑷ウイルス感染に関する注意
本剤は、飼育管理された健康な動物に由来する原料
を使用しているが、原料に由来するウイルス感染症
の伝播等の危険性を完全には排除できない。

＊＊⑸正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト
検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエータ遊離抑
制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投
与を中止することが望ましい薬剤があるので注意す
ること。
⑹反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレ
ルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再
検査することが望ましい。

＊＊⑺原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査
結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結
果等も踏まえて総合的に判定すること。

＊⑻非選択的β遮断薬服用の患者への注意
検査のために本剤が投与されたときに、本剤による
反応（アレルギー反応）が強くあらわれることがある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のためにア
ドレナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が
通常の用量では十分発現しないことがある。

＊＊⑼三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害
薬（MAOI）服用の患者への注意
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナ
リンを投与したとき、アドレナリンの効果が増強さ
れることがある。

＊＊２．副作用
＊＊⑴重大な副作用

ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるの
で、観察を十分に行い、くしゃみ、蕁麻疹、血管浮
腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常があ
らわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
⑵その他の副作用
観察を十分に行い、次のような症状があらわれた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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
ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られ
ているので、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる
広範な皮膚反応テストは避けること。

＊＊，＊５．適用上の注意
＊⑴投与時
別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルゲン
スクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて
反応を比較すること。

＊＊⑵投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合があ
る。

＊＊２０１６年５月改訂（第６版）
＊２００９年９月改訂

貯　　法：２～８℃保存（凍結不可）
使用期限：直接の容器、外箱に表示（３年）
注　　意：使用後は汚染を防ぐため
　　　　　スポイトキャップをよく締めること。

日本標準商品分類番号
８７７２９

販　売　名 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」卵黄

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」卵白

組　　　成 本剤は原料（卵黄又は卵白）を５０％グリセリン食
塩溶液で抽出して得た特異的アレルゲンを含む
もので、原料重量に対し、１０倍液（１：１０）である。

添　加　物 濃グリセリン５０％（Ｗ／Ｗ）
塩化ナトリウム５％（Ｗ／Ｗ）

原料の由来
等

１．原料
卵黄又は卵白は、飼育管理された健康なニ
ワトリ（白色レグホン種）の卵黄又は卵白で
ある。

２．ウイルス及び細菌の検査
下記のウイルス及び細菌が定期的検査にお
いて陰性のニワトリ
⑴ウイルス検査
ニューカッスル病ウイルス、EDS－７６ウイ
ルス、トリパラミクソウイルス、鶏脳脊髄
炎ウイルス、鶏伝染性喉頭気管炎ウイルス、
細網内皮症ウイルス、伝染性ファブリキウ
ス嚢病ウイルス、マレック病ウイルス、ト
リレオウイルス、トリアデノウイルス、ト
リインフルエンザウイルス、鶏腎炎ウイル
ス、鶏伝染性気管支炎ウイルス、鶏白血病
ウイルス（A、B亜群）、鶏痘ウイルス
⑵細菌検査
サルモネラ、ヘモフィルス・バラガリナリ
ム（A型・C型）、ひな白痢菌、マイコプラズ
マ・ガリセプチカム、マイコプラズマ・シ
ノビエ

卵黄性
状

本剤は黄色澄明の液である。

卵白 本剤は無色～ほとんど無色澄明の液である。

過 敏 症 喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮腫、
発疹、そう痒等

頻度不明

薬価収載
販売開始

１９６５年１２月
１９６５年１０月

再評価結果 １９８９年９月
アレルゲン検査薬

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

診断用スクラッチエキス　卵黄、卵白

販　　売　　名 承 認 番 号
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」卵黄 （４０A）４６５２
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」卵白 （４０A）４６５３

S－EGG



－ 2 －

【包　　　装】
１mL点滴用スポイト付瓶
【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

JE



－ 1 －

【組成・性状】

【効能又は効果】
診断
アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
診断
通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度
に傷をつけ、本品１滴を滴下し、１５～３０分後に膨疹
径が対照の２倍以上または５mm以上を陽性とする。

＊＊，＊【使用上の注意】
＊＊，＊１．重要な基本的注意

＊＊⑴ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するた
め、十分な問診を行うこと。

＊＊⑵ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置
のとれる準備をしておくこと。
⑶投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行
うこと。
⑷ウイルス感染に関する注意
本剤は、飼育管理された健康な動物に由来する原料
を使用しているが、原料に由来するウイルス感染症
の伝播等の危険性を完全には排除できない。

＊＊⑸正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト
検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエータ遊離抑
制薬等の投与を中止すること。

また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投
与を中止することが望ましい薬剤があるので注意す
ること。
⑹反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレ
ルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再
検査することが望ましい。

＊＊⑺原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査
結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結
果等も踏まえて総合的に判定すること。

＊⑻非選択的β遮断薬服用の患者への注意
検査のために本剤が投与されたときに、本剤による
反応（アレルギー反応）が強くあらわれることがある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のためにア
ドレナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が
通常の用量では十分発現しないことがある。

＊＊⑼三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害
薬（MAOI）服用の患者への注意
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナ
リンを投与したとき、アドレナリンの効果が増強さ
れることがある。

＊＊２．副作用
＊＊⑴重大な副作用

ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるの
で、観察を十分に行い、くしゃみ、蕁麻疹、血管浮
腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常があ
らわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
⑵その他の副作用
観察を十分に行い、次のような症状があらわれた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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
ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られ
ているので、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる
広範な皮膚反応テストは避けること。

＊＊，＊５．適用上の注意
＊⑴投与時
別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルゲン
スクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて
反応を比較すること。

＊＊⑵投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合があ
る。

【包　　　装】
１mL点滴用スポイト付瓶

日本標準商品分類番号
８７７２９

＊＊２０１６年５月改訂（第６版）
＊２００９年９月改訂

貯　　法：２～８℃保存（凍結不可）
使用期限：直接の容器、外箱に表示（３年）
注　　意：使用後は汚染を防ぐため
　　　　　スポイトキャップをよく締めること。

販　売　名 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」牛乳

組　　　成 本剤は原料（牛乳）を５０％グリセリン食塩溶液で
抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、
原料重量に対し、１０倍液（１：１０）である。

添　加　物 濃グリセリン５０％（Ｗ／Ｗ）
塩化ナトリウム５％（Ｗ／Ｗ）

原料の由来
等

１．原料
牛乳は、飼育管理された健康な牛（ホルス
タイン種又はニュージャージー種）の乳で
ある。

２．牛乳のウイルス及び牛の細菌の検査
⑴牛乳のウイルス検査
ウシ伝染性鼻気管炎ウイルス、ウシRSウイ
ルス、ウシウイルス性下痢－粘膜病ウイル
ス、ウシアデノウイルス３型、ウシエンテ
ロウイルス、ウシパルボウイルス１型につ
いてウシ継代細胞（精巣、腎）及びvero細胞
を用いたウイルス否定試験陰性の牛乳
⑵牛の細菌検査
下記の細菌が定期的検査において陰性の牛
ウシ結核、ブルセラ、ヨーネ

３．その他
搾乳された生乳は、低温殺菌（６２℃～６５℃、
３０分）する。

性　　　状 本剤は無色～淡黄色澄明の液である。

過 敏 症 喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮腫、
発疹、そう痒等

頻度不明

薬価収載
販売開始

１９６５年１２月
１９６５年１０月

再評価結果 １９８９年９月

アレルゲン検査薬

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

診断用スクラッチエキス　牛乳

販　　売　　名 承 認 番 号
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」牛乳 （４０A）４６５５

S－MIL
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【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

JE



‒ 1 ‒

【組成・性状】
販　売　名 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」犬毛

組　　　成 本剤は原料（犬毛）を50％グリセリン食塩溶液で
抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、
原料重量に対し、10倍液（ 1：10）である。

添　加　物 濃グリセリン50％（W／W）
塩化ナトリウム 5％（W／W）

原料の由来
等

1．原料
犬毛は、飼育管理された健康なビーグル犬
の毛である。

2．ウイルス及び細菌の検査
下記のウイルス及び細菌が陰性の犬
⑴ウイルス検査
イヌパルボウイルス、イヌジステンパーウ
イルス、イヌコロナウイルス、イヌアデノ
ウイルス 1型
⑵細菌検査
レプトスピラ　カニコーラ、ブルセラ・カ
ニス、サルモネラ

性　　　状 本剤は淡黄色澄明の液である。

【効能又は効果】
診断
アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
診断
通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度
に傷をつけ、本品 1滴を滴下し、15～30分後に膨疹径
が対照の 2倍以上または 5 mm以上を陽性とする。

【使用上の注意】
1．重要な基本的注意
⑴ ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するた
め、十分な問診を行うこと。
⑵ ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置
のとれる準備をしておくこと。
⑶ 投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行
うこと。
⑷ウイルス感染に関する注意
本剤は、飼育管理された健康な動物に由来する原料
を使用しているが、原料に由来するウイルス感染症
の伝播等の危険性を完全には排除できない。
⑸ 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト
検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエータ遊離抑
制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約 1週間前から投
与を中止することが望ましい薬剤があるので注意す
ること。

⑹ 反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレ
ルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再
検査することが望ましい。
⑺ 原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査
結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結
果等も踏まえて総合的に判定すること。
⑻非選択的β遮断薬服用の患者への注意
検査のために本剤が投与されたときに、本剤による
反応（アレルギー反応）が強くあらわれることがある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のためにア
ドレナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が
通常の用量では十分発現しないことがある。
⑼ 三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害
薬（MAOI）服用の患者への注意
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナ
リンを投与したとき、アドレナリンの効果が増強さ
れることがある。

2 ．副作用
⑴重大な副作用
ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるの
で、観察を十分に行い、くしゃみ、蕁麻疹、血管浮
腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常があ
らわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
⑵その他の副作用
観察を十分に行い、次のような症状があらわれた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

頻度不明

過 敏 症 喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮腫、
発疹、そう痒等

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
ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られ
ているので、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる
広範な皮膚反応テストは避けること。

5 ．適用上の注意
⑴投与時
別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルゲン
スクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて
反応を比較すること。
⑵ 投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合があ
る。

【包　　　装】
1mL点滴用スポイト付瓶

＊＊，＊

＊＊，＊

S-DOH
2020年 1 月改訂（第 8版）
2019年 5 月改訂

＊＊
＊
貯　　法： 2～ 8℃保存（凍結不可）
使用期限：直接の容器、外箱に表示（ 3年）
注　　意：使用後は汚染を防ぐため

スポイトキャップをよく締めること。

日本標準商品分類番号
87729

薬価収載 1965年12月
販売開始 1965年10月
再評価結果 1989年 9 月

アレルゲン検査薬

診断用スクラッチエキス  犬毛
処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

販　　売　　名 承 認 番 号
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」犬毛 （40A）4759
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【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

FA

製　造
販売元



－ 1 －

【組成・性状】

【効能又は効果】
診断
アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
診断
通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度
に傷をつけ、本品１滴を滴下し、１５～３０分後に膨疹径
が対照の２倍以上または５mm以上を陽性とする。

＊【使用上の注意】
＊１．重要な基本的注意
＊⑴ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するた

め、十分な問診を行うこと。
＊⑵ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置

のとれる準備をしておくこと。
⑶投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行
うこと。
⑷ウイルス感染に関する注意
本剤は、飼育管理された健康な動物に由来する原料
を使用しているが、原料に由来するウイルス感染症
の伝播等の危険性を完全には排除できない。

＊⑸正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト
検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエータ遊離抑
制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投
与を中止することが望ましい薬剤があるので注意す
ること。

⑹反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレ
ルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再
検査することが望ましい。

＊⑺原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査
結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結
果等も踏まえて総合的に判定すること。

⑻非選択的β遮断薬服用の患者への注意
検査のために本剤が投与されたときに、本剤による
反応（アレルギー反応）が強くあらわれることがある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のためにア
ドレナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が
通常の用量では十分発現しないことがある。

＊⑼三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害
薬（MAOI）服用の患者への注意
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナ
リンを投与したとき、アドレナリンの効果が増強さ
れることがある。

＊２．副作用
＊⑴重大な副作用

ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるの
で、観察を十分に行い、くしゃみ、蕁麻疹、血管浮
腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常があ
らわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
⑵その他の副作用
観察を十分に行い、次のような症状があらわれた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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
ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られ
ているので、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる
広範な皮膚反応テストは避けること。

＊５．適用上の注意
⑴投与時
別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルゲン
スクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて
反応を比較すること。

＊⑵投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合があ
る。

【包　　　装】
１mL点滴用スポイト付瓶

＊＊

＊＊

日本標準商品分類番号
８７７２９

＊＊２０１６年６月改訂（第７版）
＊２０１６年５月改訂

貯　　法：２～８℃保存（凍結不可）
使用期限：直接の容器、外箱に表示（３年）
注　　意：使用後は汚染を防ぐため
　　　　　スポイトキャップをよく締めること。

販　売　名 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」兎毛

組　　　成 本剤は原料（兎毛）を５０％グリセリン食塩溶液で
抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、
原料重量に対し、１０倍液（１：１０）である。

添　加　物 濃グリセリン５０％（Ｗ／Ｗ）
塩化ナトリウム５％（Ｗ／Ｗ）

原料の由来
等

１．原料
兎毛は、飼育管理された健康な兎（日本白
色種）の毛である。

２．ウイルス及び細菌の検査
下記のウイルス及び細菌が定期的検査にお
いて陰性の兎
⑴ウイルス検査
センダイウイルス
⑵細菌検査
サルモネラ、パスツレラ・ムルトシダ、ボ
ルデテラ・ブロンキセプティカ、マイコプ
ラズマ

性　　　状 本剤は無色～わずかに黄色澄明の液である。

過 敏 症 喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮腫、
発疹、そう痒等

頻度不明

薬価収載
販売開始

１９６５年１２月
１９６５年１０月

再評価結果 １９８９年９月

アレルゲン検査薬

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

診断用スクラッチエキス　兎毛

販　　売　　名 承 認 番 号
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」兎毛 （４０A）４７６０

S－RAH
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【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

JF
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【組成・性状】

【効能又は効果】
診断
アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

【用法及び用量】
診断
通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度
に傷をつけ、本品１滴を滴下し、１５～３０分後に膨疹径
が対照の２倍以上または５mm以上を陽性とする。

＊＊，＊【使用上の注意】
＊＊，＊１．重要な基本的注意

＊＊⑴ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するた
め、十分な問診を行うこと。

＊＊⑵ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置
のとれる準備をしておくこと。
⑶投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行
うこと。
⑷ウイルス感染に関する注意
本剤は、飼育管理された健康な動物に由来する原料
を使用しているが、原料に由来するウイルス感染症
の伝播等の危険性を完全には排除できない。

＊＊⑸正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト
検査前日から抗ヒスタミン薬やメディエータ遊離抑
制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投
与を中止することが望ましい薬剤があるので注意す
ること。
⑹反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレ
ルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再
検査することが望ましい。

＊＊⑺原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査
結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結
果等も踏まえて総合的に判定すること。

＊⑻非選択的β遮断薬服用の患者への注意
検査のために本剤が投与されたときに、本剤による
反応（アレルギー反応）が強くあらわれることがある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のためにア
ドレナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が
通常の用量では十分発現しないことがある。

＊＊⑼三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害
薬（MAOI）服用の患者への注意
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナ
リンを投与したとき、アドレナリンの効果が増強さ
れることがある。

＊＊２．副作用
＊＊⑴重大な副作用

ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるの
で、観察を十分に行い、くしゃみ、蕁麻疹、血管
浮腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常が
あらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこ
と。
⑵その他の副作用
観察を十分に行い、次のような症状があらわれた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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
ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られ
ているので、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる
広範な皮膚反応テストは避けること。

＊＊，＊５．適用上の注意
＊⑴投与時
別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルゲン
スクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて
反応を比較すること。

＊＊⑵投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合があ
る。

【包　　　装】
１mL点滴用スポイト付瓶

日本標準商品分類番号
８７７２９

過 敏 症 喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮腫、
発疹、そう痒等

頻度不明

＊＊２０１６年５月改訂（第６版）
＊２００９年９月改訂

貯　　法：２～８℃保存（凍結不可）
使用期限：直接の容器、外箱に表示（３年）
注　　意：使用後は汚染を防ぐため
　　　　　スポイトキャップをよく締めること。

販　売　名 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」猫毛

組　　　成 本剤は原料（猫毛）を５０％グリセリン食塩溶液で
抽出して得た特異的アレルゲンを含むもので、
原料重量に対し、１０倍液（１：１０）である。

添　加　物 濃グリセリン５０％（Ｗ／Ｗ）
塩化ナトリウム５％（Ｗ／Ｗ）

原料の由来
等

１．原料
猫毛は、飼育管理された健康な猫の毛であ
る。

２．ウイルスの検査
下記のウイルスが陰性の猫
猫エイズウイルス、白血病ウイルス

性　　　状 本剤は淡褐色澄明の液である。

薬価収載
販売開始

１９６５年１２月
１９６５年１０月

再評価結果 １９８９年９月

アレルゲン検査薬

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

診断用スクラッチエキス　猫毛

販　　売　　名 承 認 番 号
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」猫毛 （４０A）４７６４
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【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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