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サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

※1　日本病院薬剤師会 ～抗悪性腫瘍剤の院内取扱い指針～ 抗がん薬調製マニュアル 第3版
※2　注射剤・抗がん薬　無菌調製ガイドライン

この表で手幅を計り手袋サイズの目安が分かります。

①人差し指を
　青のラインに合わす XS S M L

②右手の人差し指の付け根
　部分で重ね合わせる

※製品により多少誤差の出る場合があります。

手の甲の右はじと赤線が合った
所がおおまかなサイズとなります。

手袋サイズ早見表

■調製には二重手袋が推奨される。※1, 2

■個人防護具を着用する前に、石けんや洗浄剤で手指、腕を十分に洗浄する。※1, 2

■手袋はガウンの袖口の内側に内手袋を装着し、袖口の外側に外手袋を装着する。※1, 2

■キャビネット内で作業する前に手袋をアルコールで消毒する。※2

■手袋が破れたり、抗がん薬で汚染された場合は、直ちに新しい手袋と交換する。※1, 2

■破損や汚染がない場合でも外手袋は一定の時間ごと（ニトリル製の場合は30～60分ごと）に交換する。※１

■外手袋は安全キャビネット内ではずし、ジッパー付きビニール袋に入れて廃棄する。※1, 2

■その他の個人防護具をはずし、石けんや洗浄剤で手指、腕を十分に洗浄し、うがいを行う。※1, 2

■個人防護具をはずす時、表面に直に触れないよう注意する。※1, 2

抗がん薬調製時の手袋着脱の留意点

●抗がん薬の耐性試験が実施され、良好な成績が得られている手袋が望ましい。※１

●パウダーフリーの手袋が推奨される。※1, 2

●ニトリルゴム製の手袋が推奨される。※1, 2

●医療機器として承認されている手袋が推奨される。※１

●外手袋はガウンの袖口まで覆うことのできる長さがあるものを使用する。※１

抗がん薬調製時の手袋を選択するポイント

品　名 内容量 1梱入数1コ標準価格（税抜） ＪＡＮコード

50枚 102,000円 49-87696-51132-3
50枚 102,000円 49-87696-51133-0

ニトリル検査検診用グローブ<ロング> M   ブルー
50枚 102,000円 49-87696-51131-6ニトリル検査検診用グローブ<ロング> S   ブルー
50枚 102,000円 49-87696-51130-9ニトリル検査検診用グローブ<ロング> XS ブルー

ニトリル検査検診用グローブ<ロング> L    ブルー

サラヤニトリル検査検診用手袋<ロング＞は、抗がん薬調製における下記推奨項目をすべてクリアしています。

乳房健康研究会について
認定ＮＰＯ法人であり、乳がんに関する正しい情報
の発信と、死亡率低下に貢献するためにピンク
リボン運動を推進しています。

ピンクリボン運動とは
乳がん検診の受診や、早期
発見の大切さを伝えるため
の運動のことです。

一般医療機器 届出番号：27B1X00120000300

NITRILE DISPOSABLE GLOVES 〈LONG〉
サラヤニトリル検査検診用グローブ〈ロング〉

Personal
Protective 
Equipment

PPE

サラヤは
ピンクリボン運動に
賛同しています。
本商品の売上※の１％が
乳房健康研究会に寄付
されます。 ※メーカー出荷額

サラヤ株式会社　ニトリルロング手袋カタログ 表面　56-0040-02-4PDF



サラヤニトリル検査検診用グローブ<ロング＞
サイズ : XS, S, M, L
カラー : ブルー

優れた伸縮性＆フィット感

一般医療機器 届出番号：27B1X00120000300

S （掌幅 ： 81～90mm） L （掌幅 ： 100～110mm）M （掌幅 ： 90～100mm）XS （掌幅 ： 70～81mm）

フィット感に富んだ伸縮性と、耐久性、耐薬品性に優れたバリア性能を兼ね備えた、パウダーフリータイプの
ニトリル手袋です。
従来のニトリル手袋より厚く、カフ部位を６ｃｍ長くしたロングタイプですので、抗がん薬の調製や中央材料
室における洗浄作業など、よりバリア性・液体保護性が求められる場面でお使いいただけます。

バリア性・液体保護性が求められる作業に。 〔物性データ〕
試験
項目 内 容 試験方法 目的 結 果ASTM

 規格＊

物
理
的
特
性

透
過
性

刺
激
と
感
作
性

サラヤニトリル
検査検診用
グローブ規格

〔耐薬品性データ〕
試験
項目 試験方法 テスト薬剤 結 果一般名

バ
リ
ア
性

＊ASTMとは、世界最大の工業規格。民間、非営利の国際標準化・規格設定機関であるアメリカ材料試験協会(ASTM International)により規定された材料に関する試験法。日本のJISに相当するもの。
＊＊Acceptable Quality Levelの略称。合格品質水準の意味。工程平均として十分だと考えられる不良率の上限や、合格することのできる最低限の品質を指す。品質判定として利用されている。

＊＊＊ENとは、欧州標準化委員会(CEN)が定める規格の名称。

＊＊

＊＊＊

引張り強度 ASTM D6319
グローブを引っ張り、破断時の強度を評価
します。 4.0 AQL

老化前 ： 20MPa
老化後 ： 19MPa4.0 AQL

ASTM D6319
グローブを引っ張り、裂けるまでの最大の
伸びを評価します。 4.0 AQL

老化前 ： 500％
老化後 ： 400％4.0 AQL

ASTM D6319 測定器を用い、指定された圧力を加えて、
指先、掌部分の厚みを測定します。

4.0 AQL
指先 ： 0.15mm
掌  ： 0.11mm
手首 ： 0.10mm

4.0 AQL

ASTM D6319
測定器を用い、指先から袖口までの長さを
測定します。 4.0 AQL 300 mm4.0 AQL

ASTM D6124
グローブ表面に残留するパウダー量を測定
します。 ＜ 2mg ＜ 2mg ： 合格＜ 2mg

ASTM D5151
グローブのピンホール（ごく小さな穴）の有無
を調べるため、水をいれて漏れがないかを
評価します。

1.5 AQL 1.5 AQL ： 合格2.5 AQL

ISO-10993-10
グローブが接触する皮膚への刺激について
評価します。　 合　格

ISO-10993-10
グローブからの抽出物による、皮膚感作
（TypeⅣ：遅延型過敏症免疫反応）につい
て評価します。

合　格

ASTM F 1671
グローブに血液由来病原体が透過しないか
を評価します。

合　格

最大伸長度

厚み

長さ

パウダー残留量

水漏れ

一次皮膚刺激

感作性試験

血液由来病原体
透過性試験

EN374-3

35% aqueous solution of formaldehyde
480分まで浸透せず
（CLASS 6）

1% aqueous solution of glutaraldehyde

40% Sodium Hydroxide

ASTM D6978-05

Cisplatin, 1.0mg/mL

240分まで浸透せず

Dacarbazine, 10.0mg/mL

Doxorudicin Hydrochloride, 2.0mg/mL

Etoposide, 20.0mg/mL

Fluorouracil, 50.0mg/mL

Methotrexate, 25.0mg/mL

Mitomycin C, 0.5mg/mL

Paclitaxel, 6.0mg/mL

Vincristine Sulfate, 1.0mg/mL

Cyclophosphamide, 20.0mg/mL

Cytarabine HCl, 100.0mg/mL

Docetaxel, 10.0mg/mL

Gemcitabine, 38.0mg/mL

Epirubicin, 2.0mg/mL

Oxaliplatin, 5.0mg/mL

Vinorelbine, 10.0mg/mL

ホルムアルデヒド

グルタルアルデヒド

水酸化ナトリウム

シスプラチン

ダカルバジン

ドキソルビシン塩酸塩

エトポシド

フルオロウラシル

メトトレキサート

マイトマイシンＣ

パクリタキセル

硫酸ビンクリスチン

シクロホスファミド

シタラビン

ドセタキセル

ゲムシタビン

エピルビシン

オキサリプラチン

ビノレルビン

■ ラテックスフリー＆パウダーフリー
■ 優れた伸縮性＆フィット感
■ 優れた耐薬品性
■ ディスポーザブル仕様
■ 未滅菌
■ 滑り止め加工

滑り止め加工
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