
平成 30年 4月 12日合意

処遇担当・入所担当・診療室

被収容者の健康状態把握に係る当面の取り決め（改正）

1 健康診断対象者

平成 30年 3月 5日付け法務省管警第46号法務省入国管理局長発出の「被収容

者の健康状態及び動静把握の徹底について（指示） Jに基づき，健康診断対象者は，

数日中に出国が予定されている場合を除き，以下の新規入所者とする。

( 1 ）喫煙歴・飲酒歴があって高血圧と認められる者

( 2）本人に心疾患（心筋梗塞等）・脳疾患の既往歴がある者

( 3 ）家族に心疾患（心筋梗塞等）・脳疾患の既往歴がある者

( 4）過去の刑事罰歴等に鑑み，規制薬物（麻薬等）の使用歴がある者

( 5 ）移収元地方入国管理官署又は刑事収容施設等から治療・投薬の引継ぎがあっ

た者

2 当支局における対応

( 1 ）入所手続担当職員（以下「入所担当Jとし寸 。）は，新規入所者の入所手続を

行うに当たり，平成 30年 2月 27日付け法務省管警第41号により改Eされた

新たな「健康状態に関する質問書Jを用いて健康状態を確認し，前記 1のいずれ

かに該当する場合，その症状等を詳細に聴取のうえ同質問書を作成し，看護師に

助言を求める。

( 2 ）入所担当は，看護師により診療の必要性があると判断された時は，看守責任者

及び見張室の看守勤務者に口頭で報告する。

( 3 ）報告を受けた看守責任者及び見張室の看守勤務者は，出国予定等を勘案の上，

直近の庁内診療を受診させる対象者として，診療日までの間，確実に申し送る。

3 救急常備薬の使用

被収容者に救急常備薬を使用させる際は，定められた服用期間を超えて服用させ

ることがないよう，一定期間使用しても症状が良くならない場合は，医師又は看護

師に助言を求める。

添付物

1 救急常備薬一覧表（内服薬）

2 救急常備薬一覧表（外用薬）
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薬名 主な効能・効果 用法・用量（15歳以上）

1日3回＇1回1包
ノーシン 頭痛・歯痛・解熱

服用間隔4時間以上

I tフアリンA 頭痛
1日2回＇1回2錠
服用間隔6時間以上

パブロンSゴールド
風邪（喉の痛み・咳・鼻水） 1日3回，1回1包w 

1日3回，1回3錠
新ルJレA錠 風邪（鼻水・喉痛・発熱） 6～10歳は1回1錠

11～14歳は1回2錠

アスクロン 日出息・咳・たん 1日3回，1回1包

キャベジンコ ワS胃痛・聞もたれ・買部不快感 1日3回，1回2錠

新三共胃腸薬 食べ過ぎ・胸やけ・消化不良 1日3回，1回1包

胸やけI 胃痛。胃酸過多，げっぷ，
I tンシロン 飲み過ぎ，はきけ， 堰吐，食ベ過 1日3回，1回1包

ぎI 胃もたれ1 胃部腹部膨満感

ビオフェルミンs錠 整腸 1日3回，1回3錠

1日1回2錠
コーラック 便秘

就寝前文は排便期待時間前服用

正露丸 下痢・虫歯痛 1日3回，1回3錠

命の母 更年期障害・生理不JI固・めまい 1日3回，1回4錠

アレルギール錠 皮膚の惇み・湿疹・鼻炎 1日2～3回，1回3錠

救心 動惇・息切れ 1日3回，1回2錠

v ·~＿，.， . ~..111!.i'. ，穿＂＂＇ E世， すぜ 吾百足~VJJi異

パンセダン 静 1日2回，1回2錠
百百雷 ........ ＇＇＊台 ~fT\S,!g_ 壬n

ホスロール 心身疲労による不自民 1日3回，1回1包

ドリヱル 一時的な不眠 1日1回2錠v 就寝前

※ 服用前，医師に相談｛全開服薬｝
匡聞または歯科医師の治療を要けている者
妊婦または妊娠の可能性ある者
盲齢者
本人や票旗t)iアレルギ一体質
票によるアレルギー症状起こしたことがある者

救急常備薬一覧表（内服薬） H30. 3. 12更新

使用上の注意（服用不可） 医師に要相談（栂外※以外で）

本剤でアレルギ 症風状邪起薬こ，鎮した静者薬，解熱鎮痛薬・風邪薬服用して端息起」した者
他の解熱鎮痛薬1

心臓病，腎臓病7 肝臓病，胃・十一指腸潰蕩
5～6回服用しても症状がよくならない場合は説明書を
持って医師！歯科医師又は薬剤師に相談

本剤でアレルギ 症状起」した者，解熱鎮痛楽・風邪楽服用して端息起」した者 向上 5～6回服用しても症状がよくならない場合は説明
他の解熱鎮痛薬！風邪薬，鎮静薬。ホ、ツクス引継より，血圧上200超える者。 書を持って医師！歯科医師文は薬剤師に相談

本剤及び鶏卵によるアレルギー症状起こした者！解熱鎮痛薬・風邪薬服用して端息
高熱！排尿困難1 高血圧，糖尿病。心臓病，腎臓病，肝

起こした者
臓病！胃・十二指腸潰蕩，甲状腺機能障害 5～6回服用

他の風邪薬！解熱鎮痛薬，鎮静薬！鎮咳去療薬，抗ヒス告ミン剤を含む内服薬
しでも症状がよくならない場合は説明書を持って医師，
薬剤師文は登録販売者に相談

本剤及び鶏卵による発疹・庫み等起こした者，解熱鎮痛薬・風邪薬服用して端息起こ
授乳中。高熱，排尿困難，高血圧，糖尿病v 心臓病，腎

した者
臓病！肝臓病，胃・十二指腸潰蕩，緑内障，甲状腺機能

他の風邪薬！解熱鎮痛薬，鎮静薬！鎮咳去療薬，抗ヒス';zミン剤を含む内服薬
障害 5～6回服用しても症状がよくならない場合は説明
書を持って医師1 薬剤師文は登録販売者に相談

他の鎮咳去疾薬1 風邪薬，抗ヒスヲミン剤を含む内服薬

状問問腺Q機1 ，，能em＜障回害実怯5～同：回A，エ服，用制SしF早て？円も。症’U状‘即即が円よvく町な啄VらVなP早い，.,. 場

合は！説明書を持って医師。薬剤師又は登録販売者に
｜：土伺圭必〈

排尿困難！心臓病，腎臓病，緑内障 2週間位服用しても
他の胃腸鎮痛鎮痘薬1 授乳中の者 症状がよくならない場合は説明書を持って医師，薬剤師

に相談
門店恥胴 ，坦l日担LHIJtltiし L-Ol正司入IJ同 d-り怯＂ －~」口

透析療法を受けている者 ~ま酋 ，向同宣債式ユ 1＋謂＇＂＇＇＇白ヨ日ー全同二水

胃腸鎮痛鎮痘薬 ｜排2を週持尿間っ困位て難服医。用師腎し，臓薬て病も剤，症師心状又臓がは病良販，緑く売な内登ら障録な，い者甲場に状合相腺は談機，能説障明害書

1か月位服用しても症状がよくならない場合は，説明書
を持って医師または薬剤師に相談

激しい腹痛，悪心（胃がムカム力して吐気をもよおす）・
他の下剤。牛乳飲んでから1時間以内の服用は効果なし p~吐 1週間位服用しても症状がよくならない場合は説

明書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談

下痢！血便・粘膜便！腹痛。腹部膨；荷 ①数日間（目安
として5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は

本剤でアレルギー症状起こした人，他の下痢止め薬 説明書を持って医師，歯科医師。薬剤師又は販売登録
者に相談②虫歯痛l二1,2度使用しても痛みが取れない
場合は説明書を持って歯科医師に相談

授乳中の者
しばらく服用しても症状が良くならない場合は，説明書を
もって医師又は薬剤師に相談

むくみ・排尿困難・心臓病・高血圧・腎臓病・緑内障 5 
他のアレルギー用薬！抗ヒスヲミン剤を含む肉服薬 ～6日間服用しても症状がよくならない場合は説明書を

持って医師又は薬剤師に相談

5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中

他の強心薬
止し説明書を持って医師，薬剤師文は登録販売者に
相談（副作用の可能性があるため，発疹やおう吐を催し
Tこときも）

5～6日間服用しても症状がよくならない場合は説明書を
他の鎮静薬

持って医師。薬剤師又は登録販売者に相談

胃腸が弱い・下痢・下痢傾向
1週間位服用しても症状がよくならない場合において，
長期連用する場合は医師文は薬剤師に相談

妊婦，授乳中の者！日常的な不眠！不眠症
排尿困難！緑内障，前立腺肥大
2～3日服用しても症状がよくならない場合は，説明書

他の催眠鎮静薬l 風邪薬，解熱鎮痛薬1 鎮咳去療薬，抗ヒスヲミンを含む内服薬
を持って医師，薬剤師文は販売登録者に相談

※ 服用後，医師に相談
服用語，異常｛アレルギー症状・症状悪化等｝みられた者
継続服用しても症状蔵書しない者

※他の常備欝・処方聾と併用する場合，必ず併用可否確寵．

※轄に注意するものには， 『黄色』 で色付けしてます．
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目薬

軟膏

歯痛

喉痛

いびき

湿布

涜腸

坐薬

H30. 3. 12更新

救急常備薬一覧表（外用薬）

薬名 主な効能・効果 用量・用法 使用上の注意（欄外※以外で）

3～4日間服用しても症状がよくならない場合

アイリス日 ものもらい・結膜炎 1日3～6回.1回2～3滴
I主
説明書を持って医師薬剤師登録販売者に相
E長
｜どユ担問1＼互HI主用しιも日正司王刀よU瓦b診しり萄ロ

アイリスCL ドライアイ・目の疲れ 1日3～6回，1回2～3j商
l;I:, 
説明書を持って医師薬剤師登録販売者に相
雪＊

5～6日間使用しても症状がよくならない場合
オイラッウスA かゆみ・かぶれ・湿疹・虫さされ 1日1～3回適量 は説明書を持って医師，薬剤師又は登録販売

者に相談

化膿している患部使用不可 5～6日間服用し
レス告ミンコ ワ軟膏 湿疹皮膚炎 1日数回適量 ても症状がよくならない場合は説明書を持って

医師，薬剤師文は登録販売者に相談

数日間使用しても症状の改善がみられない場
キップパイロールーHi 軽い火傷・日焼け・切り傷 適量 合は使用を中止し，説明書を持って医師又

は，薬剤師に相談。

｜間までは企万1日ー2ゼ目に貼塗りり替，え患。部目に。貼湿付疹。及膿びが外出傷るの

吸出し青膏 化膿性皮膚疾患
適量

ある部分への使用不可。5～6日間使用しても
（たこの吸い出し） 腫れものの吸い出し 症状がよくならない場合は使用を中止し説明

書を持って医師，薬剤師文は登録販売者に相
談。

瑞息起こした者使用不可。5～6日間服用して
バンテリンコーワ1日目ゲル 筋肉痛・肩の痛み・腰痛関節痛 1日4回適量 も症状がよくならない場合は服用を中止し説

明書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に

患部が化膿している者使用不可

ブリザS軟膏 痔の痛み出血・はれ・かゆみ 1日1～3回目工門部適量
10日間位使用しても症状がよくならない場合
は説明書を持って医師。薬剤師文は登録販売
者に相談

傷，湿疹， 口角炎等の異常があるときは控え
ワセリン（白色ワセリン） 皮膚・口唇の保護，乾燥を防ぐ 特に記載なし，薄くこまめに塗りなおす る。皮膚に異常が現れたら使用を中止し，皮

膚科へ相談。
本剤，抗生物質及び副腎皮質でアレルギー症
状起ζした者使用不可。水癌癒，いんきん！た

フルコート
湿疹・皮膚炎・あせも・かぶれ

1日1～数回適量患部に塗布
むし及び目への使用不可。長期連用不可。5

じんましん・とびひ ～6日間使用しても症状がよ〈ならない場合は

使用を録中販止売し者説に明相書~lを持って医師！薬剤師又
は登 談。

綿棒に塗布して使用。湿疹虫さされ使用不可

オロナインH軟膏 にきび・吹出物・火傷・しもやけ・傷 適量
5～6日間服用しても症状がよくならない場合
は，説明書を持って医師，薬剤師文は登録販
売者に相談

新デスパコワ 口内炎・歯茎の腫れ 口内炎1日2～4回．歯肉炎・歯槽膿漏1日2回 なし

7日間使用しても症状が良くならない場合は，
ヴィックス・ヴェポラップ 鼻づまり・くしゃみ緩和 1日3回適量 説明書を持って医師，薬剤師又は登録販売者

に相談

薬剤を染み込ませた綿球を虫歯の穴に入れる

今治水 虫歯歯痛 適量
歯茎・唇使用不可 5～6回使用しても症状の
改善がみられない場合は 説明書を持って医
師．歯科医師文は薬剤師に相談

薬剤でアレルギ症状起」した者使用不可。

イソジンうがい薬 喉の殺菌消毒 1日数回.1回2～4mlを水60mlで薄める
5～6日間使用しても症状がよくならない場合
は，使用を中止し！説明書を持って医師！薬剤
師文は登録販売者に相談。

薬剤でアレルギー症状起』した者使用不可。

アズノール 口腔・咽喉のはれ，口腔内の洗浄 1日数回， 1回10～13）商を水100mlで薄める
5～6日間使用しても症状がよくならない場合
は，使用を中止し！説明書を持って医師！歯科
医薬剤師又は登録販売者に相談。
本剤及び鶏卵l、よるアレルギ症状起」した
者使用不可

コルゲンコーワトローチ 喉の痛みはれ 1日4～5回.1回1個 口の中でゆっくり溶かす 5～6回使用しても
症状の改善がみられない場合は説明書を
持って医師，歯科医師文は薬剤師に相談

鼻孔に貼付。皮膚に異常があるときは使用不
ブリーズライト 鼻の詰まり・いびき 1日1回H文 可。貼付部の皮膚に異常が出た場合は皮膚

科に相談。
自の周囲・粘膜・湿疹・かぶれ・傷口に使用不

サロンパスA 肩三り・腰痛・筋肉痛 1日数回適量
可。5～6日間使用しても症状がよくならない
場合は，使用を中止し！説明書を持って医師！
薬剤師又は登録販売者に相談。

自の周囲，粘膜，湿疹，傷口等に使用不可。5

ハリックス55 冷感 肩こり・腰痛筋肉痛・関節痛 1日1～2回適量
～6日間使用しても症状がよくならない場合
は，説明書を持って医師，薬剤師又は登録販
売者に相談

目の周囲，粘膜，湿疹，傷口等に使用不可。5

ハリックス55温感 腰痛・肩こり・関節痛・筋肉痛 1日1～2回適量
～6日間使用しても症状がよ〈ならない場合
は，説明書を持って医師，薬剤師文は登録販
売者に相談

；令えピヲ 頭痛・歯痛・眠気冷まし 特に記載なし
冷却効果は8時間。皮膚に異常が現れたら！
皮膚科医に相談。

投与後，便意が強まるまで我慢（すぐトイレに

1日1固1信
行くと薬剤成分のみ排出される）。連用しな

イチジクj完腸 便秘
（効果ないときは，もう1個投与）

い。2～3回使用しても排便がない場合l立。使
用を中止しI 説明書を持って医師！薬剤師文
は登録販売者に相談

本剤でアレルギー起」した者使用不可

プリザS坐薬 痔の痛み・腫れ・出血・かゆみ 1日3固まで，1回1個目工門部？冷蔵庫保管
患部が化膿している場合，使用不可 10日位
使用しても症状がよくならない場合は，説明書
を持って医師又は薬剤師に相談

※ 按与周前，医師に相談｛盆舛周薬｝ ※他の常信蕩・処方議と併用する据合，必ず併用可否檀翼．

事E婦または娃娠の可寵憧ある署 ※轄に注憲するものには． 『黄色』 で包付けしてます．

本人や翼民族がアレJj,平一体質

震によるアレル平－II状起ζしたζとがある署

※ 使用後， 医師に相談

按 与後，異常【アレJj,平ー症状・症状題化 等｝みられた署

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


