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１．１．１．１．はじめにはじめにはじめにはじめに 
    厚生省が発表した平成１０年度家庭用品に係る健康被害病院モニター報告によりま
  すと、家庭用品が原因と考えられる皮膚障害に関する延べ報告件数は２６１件であり、
  平成９年度の１６８件と比べると、約１．５倍の増加となっています。 
   家庭用品の種類別では、ピアス等の装飾品は３６件（女性３４件、男性２件）で、 
 前年度の２４件（女性２４件）より報告件数が増加しています。 
    原因製品別の内訳では、ピアス１０件、ネックレス９件、イヤリング５件、指輪３ 
 件、これらの複数が原因と考えられるものが６件等となっています。 
    原因金属は、ニッケルが最も多く、ついでコバルト、金、クロム、水銀の順になっ 
 ています。 
     当センターでは、近年女性だけでなく、男性にも多く愛用されているアクセサリー 
 について、成分金属、ニッケルの表面露出、汗での溶出等を調べましたのでお知らせ  
します。 
 
２．テスト内容等２．テスト内容等２．テスト内容等２．テスト内容等 
 （１）試料の購入等 
        購入日 ：平成１１年７月２６日～２９日 
        購入方法：高知市内の百貨店、量販店、時計宝石店の合わせて７店舗で購入 
    購入品等：ピアス・イヤリング・ネックレス・ブレスレットで５００円程度から 
        ４５００円程度の物（「表１購入品一覧」のとおり） 
  （２）テスト期間 
          平成１１年８月～平成１２年２月 
  （３）テスト内容 
          表示（材質・表面加工・アレルギーに関すること）、金属構成元素、表面露出 
    ニッケルの検出、汗によるニッケルの移染 



 

 

 
 （４）テスト方法 
          ①金属構成元素 
       エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置によりバルクＦＰ法で測定 
              使 用 機 器：日本電子株式会社製 ＪＳＸ－３２２０ 
              検出可能元素 ：Ｎａ～Ｕ 
     ②表面観察 
              マイクロスコープによる拡大観察 
              使 用 機 器：（株）モリテックス製 ＳＣＯＰＥＭＡＮ 
     ③表面露出ニッケルの検出 
              ジメチルグリオキシムによるニッケルの呈色反応（以下「ＤＭＧテスト」 
      という。） 
              （試薬）Ａ：１％ジメチルグリオキシム・エチルアルコール溶液 
                      Ｂ：１０％水酸化アンモニウム溶液 
              （試験方法）上記Ａ，Ｂの試薬溶液を木綿ガーゼにそれぞれ２滴滴下し、 
        試料表面を一定の動作で３０秒間擦る。赤色の呈色（淡いバラ色から  
       暗赤色までの範囲）の有無を調べる。 
     ④汗によるニッケルの移染 
              白布を人間の皮膚に見立て、酸性人工汗液、アルカリ性人工汗液を含浸さ 
      せたそれぞれの白布へのニッケルの移染をＤＭＧテストにより調べる。 
                （試験方法） 
          スポンジを木綿白布で包み、各人工汗液を含浸させ、布表面に密着 
         するよう試料を固定し、ポリ袋に密閉し室温に静置して１週間後、  
        白布にニッケルが移染していないかどうかをＤＭＧテストにより調  
        べる。 
        （人工汗液の調整） 
                  ・酸性人工汗液は、Ｌ－ヒスチジン塩酸塩一水和物０．５ｇ、塩化ナ 
         トリウム５ｇ及びりん酸二水素ナトリウム二水和物２．２ｇを水に  
        溶かし、これに０．１ｍｏｌ／ 水酸化ナトリウム溶液１５ と水   
       を加えて が５．５で全容が約１ になるようにする。 
                  ・アルカリ性人工汗液は、Ｌ－ヒスチジン塩酸塩一水和物０．５g、 
         塩化ナトリウム５g及びりん酸水素二ナトリウム・１２水和物５ｇ  
        を水に溶かし、これに０．１ｍｏｌ／ 水酸化ナトリウム溶液２５   
       と水を加えて が８．０で全容が約１ になるようにする。 
 
３．テスト結３．テスト結３．テスト結３．テスト結果果果果 
      表２テスト結果一覧のとおりです。 
 
４．まとめと考察４．まとめと考察４．まとめと考察４．まとめと考察 
 （１）表示について  （表１購入品一覧参照） 
        ① 材質・表面加工についてのなんらかの表示は、ピアスは１０銘柄中９銘柄 
     （９０％）、イヤリングは６銘柄中３銘柄（５０％）、ネックレスは４銘柄中 
    ４銘柄（１００％）、ブレスレットは３銘柄中３銘柄 （１００％）にありま  
   した。 
        ② アレルギーに関する表示は、商品個々に記載、売場に表示、 店がシオリを 
    配布のいずれかもしくは複数での表示の３種類がありましたが、何の表示もな  
   いものが、４店舗で全２３銘柄中１１銘柄（ピアス４銘柄、イヤリング３銘柄、  



 

 

   ネックレス３銘柄、ブレスレット1銘柄）ありました。 
 （２）金属構成元素について   
          蛍光Ｘ線分析装置により、メッキ層を含む表面に近い部分の元素を部位別に複 
   数回測定したところ、「表２テスト結果一覧」に記載したとおりとなりました。    
      １８Ｋの表示のあった物は、いずれも金、銀、銅から成り、金の混合割合に問   
 題はありませんでした。 
          ピアス１０銘柄の部位別金属構成では、１８Ｋ表示以外の６銘柄全ての飾り部 
   分にニッケルが検出されました。ピアスホール（体内）に位置するポスト（フッ  
  ク）または耳たぶに密着しているキャッチからは４銘柄でニッケルが検出されま   
 した。 
          特に試料番号Ｐ６は、チタンポストと表示していますが、ポストの飾りから約 
   １ｍｍの範囲まで金メッキがされており、この部分からニッケルが検出されまし  
  た。この部分はピアスホール内に位置しますので、表示だけでなく、商品観察が   
 重要と考えられます。またＰ９もチタンポストの表示がありましたが、皮膚に密    
着するキャッチ部から検出されました。 
          イヤリング６銘柄、ネックレス４銘柄、ブレスレット３銘柄の合計１３銘柄中、
    １８Ｋ表示３銘柄とニッケルを使用していない旨の表示のあった１銘柄は表示の
    とおりでした。残り９銘柄は全てにニッケルが検出されました。 
 （３）表面露出ニッケルについて 
          常に皮膚と密着する部位からニッケルの検出された合計１３銘柄のＤＭＧテス
    トでは、８銘柄に表面露出ニッケルが認められました。 
  （４）汗によるニッケルの移染 
          酸性及びアルカリ性の人工汗液による白布へのニッケルの移染テストをしたと
    ころ、酸性の人工汗液では、１３銘柄中１１銘柄に移染が認められました。アル 
   カリ性の人工汗液では、１３銘柄中８銘柄に移染が認められました。 
 （５）汗液による外観変化 
          汗液による腐食と思われる外観変化が、試料番号Ｐ１０のキャッチ、Ｙ６の受 
   動側当たり面、Ｂ１の引き輪に認められました。 
 
５．消費者へのアドバイ５．消費者へのアドバイ５．消費者へのアドバイ５．消費者へのアドバイスススス 
    （１）チタンポストの表示のある物でも、皮膚に接触する部位にニッケルが使われて 
   いることがあります。表示を過信することなく、商品をよく観察することが大切  
  です。 
    （２）金メッキの状態によっては、汗でメッキが剥げ、腐食することがあります。ニ 
   ッケルアレルギーの心配のある人は、身に着ける際、よく調べてメッキの剥げた  
  ものは身に着けないようにしましょう。 
    （３）金属アレルギーの原因は、汗により金属製品から金属が溶けだし、体内に入る 
   ことで発症すると考えられています。大量の汗をかくような運動をするときなど  
  は身に着けないようにしましょう。 
    （４）ピアスは、耳たぶ等に穴を開けて使用するため、深部に接触しており、傷口が 
   十分癒えていないときに初めて装着したときや、種類を変えたりしたときは、特  
  にアレルギー症状の発現に注意することが重要です。 
    （５）アレルギー症状が発現した場合は、すぐに皮膚科専門医の診察を受けましょう。 
        金属アレルギーの診断を受けたときは、原因金属の装着は避け、別の素材の物と 
    変えましょう。また、眼鏡、時計バンド、ベルト、ボタン等の他の金属製品にも  
  注意を払って下さい。 
 



 

 

 
６．６．６．６．商品知識商品知識商品知識商品知識         
    イヤリングイヤリングイヤリングイヤリング 
      耳に付ける装身具をいいますが、一般的には留め具の違いで、イヤリング、ピアス 
  と使い分けられているようです。 
      イヤリングイヤリングイヤリングイヤリング・・・耳たぶの裏をネジやクリップで留めて使用する。 
      ピアスピアスピアスピアス    ・・・耳たぶに開けた穴に通して使用する。 
      ① 種類 
            フープタイプフープタイプフープタイプフープタイプ 
                  フープとは「輪」という意味です。 
            スタッドタイプスタッドタイプスタッドタイプスタッドタイプ （ボタンタイプ）（ボタンタイプ）（ボタンタイプ）（ボタンタイプ） 
                  スタッドとは「飾りボタン」という意味です。 
            ドロップタイプドロップタイプドロップタイプドロップタイプ （ペンダントタイプ、ダングルタイプ）（ペンダントタイプ、ダングルタイプ）（ペンダントタイプ、ダングルタイプ）（ペンダントタイプ、ダングルタイプ） 
                  下にぶらさがるタイプです。 
                  ドロップタイプの中に、タッセルタイプ、モビールタイプ、シャンデ 
        リアタイプがあります。 
      ② 留め金具 
          イヤリングイヤリングイヤリングイヤリング 
            スクリュータイプ（ネジ式）スクリュータイプ（ネジ式）スクリュータイプ（ネジ式）スクリュータイプ（ネジ式） 
                  耳たぶの裏からネジを回して押さえる方式 
            クリップタイプクリップタイプクリップタイプクリップタイプ 
                  耳たぶをクリップではさんで留める方式 
            ミックスタイプミックスタイプミックスタイプミックスタイプ （バネ式スクリュー）（バネ式スクリュー）（バネ式スクリュー）（バネ式スクリュー） 
                  全体の押さえはクリップ、微妙な調整はネジで行う方式 
          ピアスピアスピアスピアス 
            ポスト・・・ポスト・・・ポスト・・・ポスト・・・突き刺す棒 
            キャッチ・・キャッチ・・キャッチ・・キャッチ・・受けて留める金具  
            キャッチ直結タイプキャッチ直結タイプキャッチ直結タイプキャッチ直結タイプ   
              キャッチが本体にくっついており、フープタイプによくみられる留め金具  
          クリップタイプクリップタイプクリップタイプクリップタイプ 
              ポストとクリップで支える方式 
            キャッチレスタイプキャッチレスタイプキャッチレスタイプキャッチレスタイプ 
              フープの途中にヒンジ（開閉装置）が着いていてポストをそのまま本体が 
      受ける方式 
            アメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ 
              チェーンの先にポストがついていてポストとともにチェーンの中程までピ
       アスホールに入れバランスをとり使う方式 
            ジプシータイプ（フックタイプ）ジプシータイプ（フックタイプ）ジプシータイプ（フックタイプ）ジプシータイプ（フックタイプ） 
              曲がったワイヤーをピアスホールに引っかける方式 
    ネックレスネックレスネックレスネックレス 
     首周りにつける装身具の総称です。 
          ①種類 
             ネックチェーンネックチェーンネックチェーンネックチェーン 
                主に金属を編んだもので首に沿ってつけ、比較的軽めのもの 
              連タイプ連タイプ連タイプ連タイプ 
                玉が連なったタイプ 
              ワイヤータイプワイヤータイプワイヤータイプワイヤータイプ 



 

 

                金属をワイヤー状に加工したもの 
              ドッグカラータイプ（ドッグネックレス）ドッグカラータイプ（ドッグネックレス）ドッグカラータイプ（ドッグネックレス）ドッグカラータイプ（ドッグネックレス） 
               首の縦方向にぴったりつく幅広のもの 
              シャワータイプシャワータイプシャワータイプシャワータイプ （ビブネックレス）（ビブネックレス）（ビブネックレス）（ビブネックレス） 
                胸に広がるタイプ 
              ペンダントタイプペンダントタイプペンダントタイプペンダントタイプ 
                吊り下がり部のあるもの 
                吊り下がったものをペンダント、ダングルと呼ぶ 
      ②長さの呼び名 
       チョーカーチョーカーチョーカーチョーカー    ・・・３５ｃｍ・・・３５ｃｍ・・・３５ｃｍ・・・３５ｃｍ （首にぴったりと沿う長さのもの） 
              プリンセスプリンセスプリンセスプリンセス    ・・・４３～４５ｃｍ 
              マチネマチネマチネマチネ        ・・・５３ｃｍ 
              オペラオペラオペラオペラ        ・・・７１ｃｍ 
              ロープロープロープロープ            ・・・１０７ｃｍ 
              ロングロープロングロープロングロープロングロープ・・・１４２ｃｍ 
          ③留め金具 
              引き輪引き輪引き輪引き輪とプレートプレートプレートプレート 
                ネックチェーンによく使用される。 

                                                      引き輪    ﾌﾟﾚｰﾄ 
              フックフックフックフック 
                輸入品のやや重量のある地金物によく見られる。 

              パールクラスプパールクラスプパールクラスプパールクラスプ                                       フック 
                真珠専用のクラスプ 
              中折れクラスプ中折れクラスプ中折れクラスプ中折れクラスプ 
                幅広で重量のあるネックレス向き。 

              差込式クラスプ差込式クラスプ差込式クラスプ差込式クラスプ （ボックスクラスプ）（ボックスクラスプ）（ボックスクラスプ）（ボックスクラスプ）              中折れクラスプ 
                デザインは全体と一体感を持たせる場合も多く、高級感あふれるネック 
        レスの多くはこのタイプを使用 
  ブレスレットブレスレットブレスレットブレスレット 
     手首につける装身具の総称です。 
          ①種類 
              チェーンタイプチェーンタイプチェーンタイプチェーンタイプ 
                鎖がベースになったもの 
              バングルタイプバングルタイプバングルタイプバングルタイプ 
                バングル（腕輪）は留め金のない輪状がベース 



 

 

      ②留め金具 
              基本的にネックレスの留め金具と同じ 
 
 
参考文献 
（１）ジュエリーコーディネーター３級検定：社団法人日本ジュエリー協会 
（２）平成１０年度家庭用品に係る健康被害病院モニター報告：厚生省生活衛生局企画課 
                            生活化学安全対策室 
 



 

 

表１購入品一覧表１購入品一覧表１購入品一覧表１購入品一覧 
  ピアスピアスピアスピアス                                                                                              注）購入価格は消費税込みです。 
 番 号  種   類  留め金タイプ 素材・表面加  その他      金属アレルギー関係表示内容等  購入価格  
    工等表示     
 Ｐ１ ドロップタイプ ジプシー（フック）   無   ６３０円  

 Ｐ２ スタッドタイプ ポストとキャッチ Ｋ１８  （配布シオリ）体質によって、かゆみ、かぶれを生じる場 ３６７０円  
      合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ただちに   
      ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください   
 Ｐ３ ドロップタイプ ジプシー（フック） Ｋ１８  （配布シオリ）体質によって、かゆみ、かぶれを生じる場 ３１５０円  
      合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用を   
      お止めいただき専門医にご相談下さい。   
 Ｐ４ ドロップタイプ ジプシー（フック） Ｋ１８  （配布シオリ）体質によって、かゆみ、かぶれを生じる場 ２８３５円  
      合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用を   
      お止めいただき専門医にご相談下さい。   
 Ｐ５ ドロップタイプ アメリカンタイプ Ｋ１８ＧＰ  （商品表示）肌にあわない方はご遠慮下さい  ９４５円  
      （売場表示）次の事項の場合ご使用をお控え下さい。   
      ○金属アレルギーの体質の方  ○皮膚に異常を感じたとき   
 Ｐ６ ドロップタイプ ポストとキャッチ チタンポスト  （商品表示）肌にあわない方はご遠慮下さい  ６３０円  
      （売場表示）次の事項の場合ご使用をお控え下さい。   
      ○金属アレルギーの体質の方  ○皮膚に異常を感じたとき   
 Ｐ７ ドロップタイプ ジプシー（フック） Ｋ１８ＧＰ 樹脂 （商品表示）体質によりかぶれを生じる場合があります   ８４０円  
     ワイヤー （売場表示）次の事項の場合ご使用をお控え下さい。   
      ○金属アレルギーの体質の方  ○皮膚に異常を感じたとき   
 Ｐ８ スタッドタイプ ポストとキャッチ Ｋ１８  無 １２００円  

 Ｐ９ フープタイプ キャッチ直結タイプ チタンポスト  無 １０５０円  
    ゴールド     
 Ｐ１０ スタッドタイプ ポストとキャッチ 金 ２連 無 １０５０円  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  イヤリングイヤリングイヤリングイヤリング 
 番 号  種   類  留め金タイプ 素材・表面加  その他              金属アレルギー関係表示内容等  購入価格  
    工等表示     
 Ｙ１ フープタイプ クリップタイプ   （商品表示）この製品には、かぶれの原因になるニッケル １２６０円  
      メッキは使用していません。   
 Ｙ２ スタッドタイプ ミックスタイプ   無 １３６５円  

 Ｙ３ フープタイプ スクリュータイプ Ｋ１８  （配布シオリ）体質によって、かゆみ、かぶれを生じる場 ４１００円  
      合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ただちに   
      ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。   
 Ｙ４ フープタイプ クリップタイプ   （売場表示）次の事項の場合ご使用をお控え下さい。 １０５０円  
      ○金属アレルギーの体質の方  ○皮膚に異常を感じたとき   
 Ｙ５ ドロップタイプ クリップタイプ ゴールド  無 １３６５円  
         
 Ｙ６ フープタイプ クリップタイプ 金  無 １０５０円  

  ネックレスネックレスネックレスネックレス 
 番 号  種   類  留め金タイプ 素材・表面加  その他             金属アレルギー関係表示内容等  購入価格  
    工等表示     
 Ｎ１ ネックチェーン 引き輪とプレート Ｋ１８ＧＰ  無 ２１００円  

 Ｎ２ ネックチェーン 引き輪とプレート Ｋ１８ＧＰ  無   ９４５円  

 Ｎ３ ネックチェーン フック Ｋ１８メッキ  （売場表示）ご使用中、お肌にかぶれなどが発生しました ３１５０円  
      らすぐにご使用を中止し、専門医にご相談下さい。   
 Ｎ４ ネックチェーン 引き輪とプレート Ｋ１８  無 ４７８８円  

  ブレスレットブレスレットブレスレットブレスレット 
 番 号  種   類  留め金タイプ 素材・表面加  その他             金属アレルギー関係表示内容等  購入価格  
    工等表示     
 Ｂ１ チェーンタイプ 引き輪とプレート Ｋ１８ＧＰ  （売場表示）次の事項の場合ご使用をお控え下さい。  ５２５円  
      ○金属アレルギーの体質の方  ○皮膚に異常を感じたとき   
 Ｂ２ バングルタイプ  Ｋ１８メッキ  （売場表示）ご使用中、お肌にかぶれなどが発生しました １８３７円  
      らすぐにご使用を中止し、専門医にご相談下さい。   
 Ｂ３ チェーンタイプ 引き輪とプレート Ｋ１８  無 ４７２５円  



 

 

表２テスト結果一覧表２テスト結果一覧表２テスト結果一覧表２テスト結果一覧 
            ＤＭＧテスト   

       汗  
     表面露出 汗液でのニッケルの溶出   液  
試     ニッケル  （木綿白布への移染）   に  
 番 号 材質表示      部位別構成金属の種類     よ  
                    （１％以上のもの）    酸 性 アルカリ性   る  
料                     （原子番号順）      腐  
    ポ キ 飾 ポ キ 飾 ポ キ 飾   食  
    ス ャ り ス ャ り ス ャ り   
    ト ッ  ト ッ  ト ッ    
   ポスト（フック）    キャッチ   飾  り  チ   チ   チ    

 Ｐ１  ニッケル、金  ニッケル、銅、 －－－－  ＋＋＋＋ －－－－  ＋＋＋＋ ＋＋＋＋  ＋＋＋＋         －－－－  

     亜鉛、金            

 Ｐ２ １８Ｋ 銅、銀、金 銅、銀、金 銅、銀、金 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－         －－－－  

 Ｐ３ １８Ｋ 銅、銀、金  銅、銀、金 －－－－  －－－－ －－－－  －－－－ －－－－  －－－－         －－－－  

ピピピピ                 
 Ｐ４ １８Ｋ 銅、銀、金 銅、銀、金 銅、銀、金 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－         －－－－  

アアアア Ｐ５  ニッケル、銅、  ニッケル、銅、 ±±±±  －－－－ －－－－  －－－－ －－－－  －－－－         －－－－  

   亜鉛、金  亜鉛、金            

スススス Ｐ６  チタン（足部） チタン ニッケル、銅、 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－         －－－－  

   チタン、ニッケル  亜鉛、金            
   銅，金（首部）              

 Ｐ７  樹脂  ニッケル、銅、金 －－－－  ＋＋＋＋ －－－－  ＋＋＋＋ －－－－  ＋＋＋＋         －－－－  

 Ｐ８ １８Ｋ 銅、銀、金 銅、銀、金 銅、銀、金 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－         －－－－  

 Ｐ９  チタン、テルル、 ニッケル、銅 ニッケル、銅 －－－－ ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ －－－－ ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ －－－－ ＋＋＋＋ ＋＋＋＋         －－－－  

   ヨウ素 亜鉛、金 亜鉛、金            

 Ｐ１０  ニッケル、銅、 ニッケル、銅 ニッケル、銅 ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ ±±±± ±±±± ±±±±         ＋＋＋＋  

   亜鉛、金 亜鉛、金 亜鉛、金           キャッチキャッチキャッチキャッチ  



 

 

 
            ＤＭＧテスト   

       汗  
     表面露出 汗液でのニッケルの溶出   液  
     ニッケル （木綿白布への移染）   に  
試        よ  
 番 号 材質表示      部位別構成金属の種類   酸 性 アルカリ性   る  
                    （１％以上のもの）      腐  
料                     （原子番号順） 可 受 飾 可 受 飾 可 受 飾   食  
    動 動 り 動 動 り 動 動 り   
    側 側  側 側  側 側    
    当 当  当 当  当 当    
    た た  た た  た た    
    り り  り り  り り    
    可動側当たり面 受動側当たり面   飾  り 面 面  面 面  面 面    

 Ｙ１  銅、スズ、金 銅、スズ、金 銅、スズ、金 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－         －－－－  

イイイイ Ｙ２  ニッケル、銅、 ニッケル、銅、 ニッケル、銅、金 －－－－ －－－－ ±±±± ＋＋＋＋ ＋＋＋＋  －－－－ ＋＋＋＋          －－－－  

   亜鉛、金 亜鉛、金             
ヤヤヤヤ                 
 Ｙ３ １８Ｋ 銅、銀、金 銅、銀、金 銅、銀、金 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－         －－－－  
リリリリ                 
 Ｙ４  ニッケル、銅、 ニッケル、銅、 ニッケル、銅、 ＋＋＋＋ ±±±± ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ ＋＋＋＋  －－－－ ＋＋＋＋          －－－－  
ンンンン   亜鉛、金 亜鉛、金 亜鉛、金            

ググググ Ｙ５  ニッケル、銅、金 ニッケル、銅、金 ニッケル、銅、金 －－－－ ＋＋＋＋ －－－－ －－－－ ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ －－－－ －－－－ ＋＋＋＋         －－－－  

 Ｙ６  ニッケル、銅、金 ニッケル、銅、金 ニッケル、銅、 －－－－ －－－－ ±±±± ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－         ＋＋＋＋  

     亜鉛、金          受当たり面受当たり面受当たり面受当たり面  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

            ＤＭＧテスト  汗  

        部位別構成金属の種類   液  
試                    （１％以上のもの）  表面露出 汗液でのニッケルの溶出  に  
 番 号 材質表示                   （原子番号順）  ニッケル （木綿白布への移染）  よ  
料       る  
       腐  
   チェーン(ﾊﾞﾝｸﾞﾙ)  引き輪（ﾌｯｸ）   ヒンジ    プレート  チェーン   酸 性 アルカリ性  食  

 Ｎ１  ニッケル、銅、 ニッケル、銅、ｶﾄﾞ ニッケル、銅、ｶﾄﾞ ニッケル、銅、金         ＋＋＋＋   ＋＋＋＋     ＋＋＋＋     －－－－  

   亜鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、金 ﾐｳﾑ、金 ﾐｳﾑ、金       

ネネネネ Ｎ２  ニッケル、銅、 ニッケル、銅、 ニッケル、銅、 ニッケル、銅、         ＋＋＋＋     ＋＋＋＋     ＋＋＋＋     －－－－  

ッッッッ   亜鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、金 亜鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、金 亜鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、金 亜鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、金          
クククク            
レレレレ Ｎ３  ニッケル、銅、 ニッケル、銅、 ニッケル、銅、 ニッケル、銅、         ＋＋＋＋     ＋＋＋＋     －－－－     －－－－  
スススス   亜鉛、金 亜鉛、金 亜鉛、金 金      

 Ｎ４ １８Ｋ 銅、銀、金 銅、銀、金 銅、銀、金 銅、銀、金         －－－－     －－－－     －－－－     －－－－  

ブブブブ Ｂ１  ニッケル、銅、 ニッケル、銅、 ニッケル、銅、 ニッケル、銅、         ＋＋＋＋     ＋＋＋＋     ＋＋＋＋     ＋＋＋＋  

レレレレ   亜鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、金 亜鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、金 亜鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、金 亜鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、金    引き輪  
スススス            
レレレレ Ｂ２  ニッケル、銅、金            －－－－     ＋＋＋＋     ＋＋＋＋     －－－－  
ッッッッ            
トトトト Ｂ３ １８Ｋ 銅、亜鉛、銀 銅、銀、金 銅、銀、金          －－－－     －－－－     －－－－     －－－－  
   カドミウム、金         

      
 


