
特化物 （第１類物質）

主たる症状又は障害

1 ジクロルベンジジン及びその塩 尿路系腫瘍

3,3’-ｼﾞｸﾛﾙﾍﾞﾝｼﾞｼﾞﾝ、ｼﾞｸﾛﾙﾍﾞﾝｼﾞｼﾞﾝﾍﾞｰｽ

2 アルファ-ナフチルアミン及びその塩 尿路系腫瘍

1-ﾅﾌﾁﾙｱﾐﾝ、1-ｱﾐﾉﾅﾌﾀﾚﾝ

3 塩素化ビフェニル 0.01 mg/m3 皮膚障害、肝障害

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ、PCB

4 オルト-トリジン及びその塩 尿路系腫瘍

3,3’-ｼﾞﾒﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞｼﾞﾝ、ﾄﾘｼﾞﾝﾍﾞｰｽ

5 ジアニシジン及びその塩 肝・皮膚障害、尿路系腫瘍

3,3’-ｼﾞﾒﾄｷｼﾍﾞﾝｼﾞｼﾞﾝ、ｼﾞｱﾆｼｼﾞﾝﾍﾞｰｽ

6 ベリリウム及びその化合物 ﾍﾞﾘﾘｳﾑとして 皮膚・前眼部・気道・肺障害

Be、ｸﾞﾙｼﾅﾑ 0.001 mg/m3

7 ベンゾトリクロリド 0.05 ppm 肺がん、皮膚・気道障害

ﾌｪﾆﾙｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ﾄﾙｴﾝﾄﾘｸﾛﾗｲﾄﾞ

特化物 （第２類物質）

1 アクリルアミド 0.1 mg/m3 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

ｱｸﾘﾙ酸ｱﾐﾄﾞ 共調運動失調、末梢神経・皮膚障害

2 アクリロニトリル 2 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

ｱｸﾘﾙ酸ﾆﾄﾘﾙ、ｼｱﾝ化ﾋﾞﾆﾙ 皮膚・前眼部・気道障害

3 アルキル水銀化合物 水銀として 四肢末端・口囲の知覚障害、運動失調

（ｱﾙｷﾙ基がﾒﾁﾙ基・ｴﾁﾙ基の物に限る） 0.01 mg/m3 視覚・平衡・構言・聴力障害

ﾒﾁﾙ水銀、ｴﾁﾙ水銀、ｴﾁﾙ塩化水銀

3の2 インジウム化合物 間質性肺炎、発がんの可能性

3の3 エチルベンゼン 20 ppm 中枢神経系への影響、気道刺激性

ﾌｪﾆﾙｴﾀﾝ 生殖毒性、発がんの可能性

4 エチレンイミン 0.05 ppm 皮膚・前眼部・気道・肺・腎障害

ｱｼﾞﾘｼﾞﾝ、ｱｼﾞﾗﾝ、ｼﾞﾒﾁﾚﾝｲﾐﾝ、ｱﾐﾉｴﾁﾚﾝ

5 エチレンオキシド 1 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、神経系抑制、

酸化ｴﾁﾚﾝ、ｵｷｼﾗﾝ、EOG 皮膚・前眼部・造血器・末梢神経・気道・肺障害

6 塩化ビニル 2 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾋﾞﾆﾙｸﾛﾘﾄﾞ レイノー現象、皮膚障害、指端骨溶解、門脈圧亢進

7 塩素 0.5 ｐｐｍ 皮膚・前眼部・気道・肺障害、歯牙酸蝕

Cｌ 2

8 オーラミン 尿路系腫瘍

ﾍﾞｲｼｯｸｲｴﾛｰ2、ｱﾗｼﾞﾝｲｴﾛｰ、p-ｵｰﾗﾐﾝ

9 オルト-フタロジニトリル 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、

ﾌﾀﾛﾆﾄﾘﾙ、ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾆﾄﾘﾙ、o-ｼﾞｼｱﾉﾍﾞﾝｾﾞﾝ 意識喪失を伴う全身痙攣

10 カドミウム及びその化合物 ｶﾄﾞﾐｳﾑとして 気道・肺・腎障害、骨軟化

Cd 0.05 mg/m3

11 クロム酸及びその塩 ｸﾛﾑとして 鼻中隔穿孔、皮膚・気道・肺・嗅覚障害

二ｸﾛﾑ酸、重ｸﾛﾑ酸 0.05 mg/m3

11の2 クロロホルム 3 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

ﾄﾘｸﾛﾛﾒﾀﾝ 中枢神経抑制、肝障害、発がんの可能性
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12 クロロメチルメチルエーテル 肺がん

ｸﾛﾛﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ、ｸﾛﾛﾒﾄｷｼﾒﾀﾝ、CMME

13 五酸化バナジウム ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑとして 皮膚・前眼部・気道・肺障害

酸化ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ、ﾊﾞﾅｼﾞﾝ酸 0.03 mg/m3

13の2 コバルト及びその無機化合物 0.02 mg/m3 皮膚障害、気管支ぜんそく、間質性肺炎、肺機能障害、

CO 発がんの可能性

14 コールタール ﾍﾞﾝｾﾞﾝ可溶成分 皮膚がん、肺がん、貧血

石炭ﾀｰﾙ として 0.2mg/m3

15 酸化プロピレン 2 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｵｷｼﾄﾞ、1,2-ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 眼・粘膜の刺激症状、角膜炎、肺水腫

16 シアン化カリウム ｼｱﾝとして 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

青酸ｶﾘ、青化ｶﾘ 3 mg/m3 呼吸困難、呼吸停止、意識喪失、痙攣

17 シアン化水素 3 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

青酸、青化水素、ｷﾞ酸ﾆﾄﾘﾙ、ﾎﾙﾓﾆﾄﾘﾙ 呼吸困難、呼吸停止、意識喪失、痙攣

18 シアン化ナトリウム ｼｱﾝとして 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

青酸ｿｰﾀﾞ、青化ｿｰﾀﾞ 3 mg/m3 呼吸困難、呼吸停止、意識喪失、痙攣

18の2 四塩化炭素 5 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

ﾃﾁﾗｸﾛﾙﾒﾀﾝ、ﾊﾟｰｸﾛﾙﾒﾀﾝ 中枢神経抑制、肝障害、発がんの可能性

18の3 1・4-ジオキサン 10 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

ｼﾞｵｷｻﾝ、ｼﾞｴﾁﾚﾝｼﾞｵｷｻｲﾄﾞ 前眼部・気道・肺・肝障害、発がんの可能性

18の4 1・2-ジクロロエタン 10 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

二塩化ｴﾁﾚﾝ、塩化ｴﾁﾚﾝ、ｴﾁﾚﾝｸﾛﾘﾄﾞ 前眼部・気道・肺・肝障害、発がんの可能性

19 3･3'-ｼﾞｸﾛﾛ-4･4'-ｼﾞｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ 1 ppm 肝障害

4･4'-ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽ(2-ｸﾛﾛｱﾆﾘﾝ)

19の2 1・2-ジクロロプロパン 1 ppm 中枢神経抑制、眼・気道刺激性、肝・腎障害、

塩化ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、二塩化ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 発がんの可能性

19の3 ジクロロメタン 50 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、中枢神経抑制、

二塩化ﾒﾁﾚﾝ、塩化ﾒﾁﾚﾝ、ﾒﾁﾚﾝｸﾛﾘﾄﾞ 前眼部・気道・肺障害、発がんの可能性

19の4 ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト 0.1 mg/m3 皮膚・肝障害、発がんの可能性

DDVP、ｼﾞｸﾛﾛﾎﾞｽ

19の5 1,1-ジメチルヒドラジン 0.1 mg/m3 皮膚・肝障害、発がんの可能性

N,N-ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ、ｼﾞﾏｼﾞﾝ、UDMH

20 臭化メチル 20 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、気道・肺障害、

ﾌﾞﾛﾑﾒﾀﾝ、ﾒﾁﾙﾌﾞﾛﾏｲﾄﾞ 視力・言語・神経・皮膚障害、せん妄

21 重クロム酸及びその塩 ｸﾛﾑとして 肺がん、気道のがん、鼻中隔穿孔

二ｸﾛﾑ酸 0.05 mg/m3 皮膚・嗅覚障害

22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く) 水銀として 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、焦燥感、

Hg 0.025 mg/m3 神経・精神・口腔粘膜・腎障害、記憶減退

22の2 スチレン 20 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、気道障害、

ｽﾁﾛｰﾙ､ﾌｪﾆﾙｴﾁﾚﾝ 皮膚・前眼部・視覚障害、発がんの可能性

22の3 1・1・2・2-テトラクロロエタン 1 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、中枢神経抑制、

四塩化ｱｾﾁﾚﾝ、四塩化ｴﾀﾝ 肝・気道・肝障害、発がんの可能性

22の4 テトラクロロエチレン 50 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、

四塩化ｴﾁﾚﾝ、ﾊﾟｰｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾊﾟｰｸﾚﾝ 中枢神経抑制、前眼部障害、発がんの可能性
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22の5 トリクロロエチレン 10 ppm 肝・気道・肺前眼部・視神経・三叉神経・末梢神経障害、

三塩化ｴﾁﾚﾝ、ﾄﾘｸﾚﾝ 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、中枢神経抑制、

発がんの可能性

23 トリレンジイソシアネート 0.005 ppm 皮膚・前眼部・気道・肺障害

TDI

23の2 ニッケル化合物 ﾆｯｹﾙとして 皮膚感作（ニッケル痒症）、鼻腔がん、肺がん、

(ﾆｯｹﾙｶﾙﾎﾞﾆﾙを除き、粉状の物に限る） 0.1 mg/m3 肺好酸球増多症、喘息

Ni

24 ニッケルカルボニル 0.001 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、

ﾃﾄﾗｶﾙﾎﾞﾆﾙﾆｯｹﾙ 気道・肺障害

25 ニトログリコール 0.05 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙｼﾞﾆﾄﾚｰﾄ、硝酸ｴﾁﾚﾝ 狭心症様発作、血管運動神経障害

26 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 肝がん、膀胱がん

ｼﾞﾒﾁﾙｴﾛｰ、DAB

27 パラ-ニトロクロルベンゼン 0.6 mg/m3 溶血性貧血、メトヘモグロビン血

p-ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｐ-ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾍﾞﾝｿﾞｰﾙ

27の2 砒素及びその化合物 砒素として 嘔吐、下痢、腹痛、貧血、白血球減少、感覚障害

（アルシン及び砒化ガリウムを除く） 0.003 mg/m3 皮膚の色素脱失、色素沈着、角化症

As

28 弗化水素 0.5 ppm 皮膚・前眼部・気道・肺障害

弗酸、HF

29 ベータ-プロピオラクトン 0.5 ppm 皮膚・肝障害

ﾋﾄﾞﾛｱｸﾘﾛﾗｸﾄﾝ、ﾌﾟﾛﾊﾟﾉﾘﾄﾞ

30 ベンゼン 1 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、

ﾍﾞﾝｿﾞｰﾙ 再生不良性貧血等の造血器障害

31 ペンタクロロフェノール及びそのﾅﾄﾘｳﾑ塩 PCPとして 皮膚・前眼部・気道障害、代謝異常亢進

五塩化石炭酸、PCP 0.5 mg/m3

31の2 ホルムアルデヒド 0.1 ppm 皮膚・前眼部・気道・肺障害

ﾎﾙﾏﾘﾝ、酸化ﾒﾁﾚﾝ、ﾒﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞ、FA

32 マゼンタ 尿路系腫瘍

ﾌｸｼﾝ、ﾛｻﾞﾆﾘﾝ、ﾛｰｽﾞｱﾆﾘﾝ

33 マンガン及びその化合物 ﾏﾝｶﾞﾝとして 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

（塩基性酸化マンガンを除く） 0.2 mg/m3 言語・歩行・神経障害

Mn

33の2 メチルイソブチルケトン 20 ppm 粘膜刺激、麻酔、発がんの可能性

ﾍｷｿﾝ、ｲｿﾌﾞﾁﾙﾒﾁﾙｹﾄﾝ、MIBK

34 沃化メチル 2 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

ﾖｰﾄﾞﾒﾀﾝ、ﾖｰﾄﾞﾒﾁﾙ 視覚・言語・神経・精神・意識障害

35 硫化水素 1 ppm 頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状

H 2 S 前眼部・気道・肺障害、呼吸中枢機能停止

36 硫酸ジメチル 0.1 ppm 皮膚・前眼部・気道・肺障害

硫酸ﾒﾁﾙ

石綿 5μ m以上の 肺がん、中皮腫、石綿肺、胸膜プラーク

ｱｽﾞﾍﾞｽﾄ、ｸﾘｿﾀｲﾙ、ｱﾓｻｲﾄ、ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ 繊維として 良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚

ﾄﾚﾓﾗｲﾄ、ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ、ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ 0.15本/cm3
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