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特定化学物質一覧表 
List of Specified Chemical Substances 

 

 

物質名 Substance name 

第一類物質 Group-1 Substances 

ジクロルベンジジンおよびその塩 Dichlorobendizene and its salts 

アルファ-ナフチルアミン及びその塩 α-Naphthylamine and its salts 

塩素化ビフエニル（別名 PCB） Chlorinated biphenyl (alias P.C.B) 

オルト-トリジン及びその塩 O-Tolidine and its salts 

ジアニシジン及びその塩 Dianisidine and its salts 

ベリリウム及びその化合物 Beryllium and its compounds 

ベンゾトリクロリド Benzotrichloride 

１から７までに掲げる物をその重量の１パーセントを超

えて含有し、または７に掲げる物をその重量の０．５％

を超えて含有する製剤その他の物（合金に合っては、ベ

リリウムをその重量の３％を超えて含有するものに限

る。） 

"The preparations and other substances containing 

the substances listed 1to 7 exceeding 1% of the 

weight of the said preparations and other substances, 

or the substances listed in 7 exceeding 0.5% of the 

weight of the said preparations and other substances 

(for alloy, limited to those containing beryllium 

exceeding 3% of their weight.)" 

第二分類物質 Group-2 Substances 

アクリルアミド Acrylamide 

アクリロニトリル Acrylonitrile 

アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基またはエチ

ル基である物に限る。） 

Alkyl mercury compounds  

(limited to the substances in which the alkyl radicals 

are methyl or ethyl radicals.) 

エチレンイミン Ethylenimine 

エチレンオキシド Ethylene oxide 

塩化ビニル Vinyl chloride 

塩素 Chlorine 

オーラミン Auramine 

オルト-フタロジニトリル O-Phthalodinitrile 

カドミウム及びその化合物 Cadmium and its compounds 

クロム酸及びその塩 Chromic acid and its salts 

クロロメチルメチルエーテル Chloromethyl methyl ether 

五酸化バナジウム Vanadium pentoxide 

コールタール Coal tar 

シアン化カリウム Potassium cyanide 

シアン化水素 Hydrogen cyanide 

シアン化ナトリウム Sodium cyanide 



3.3´-ジクロロ-4.4´-ジアミノジフェニルメタン 3.3´-Dichloro-4.4´-diaminodiphenylmethane 

臭化メチル Methyl bromide 

重クロム酸及びその塩 Dichromic acid and its salts 

水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く） 
Mercury and its inorganic compounds 

(excluding mercury sulfide) 

トリレンジイソシアネート Tolylenediisocyanate 

ニツケル化合物（２４に掲げる物を除き、粉状のものに

限る） 

Nickel compounds (powdered subtance only, 

exclude Nickel carbonyl) 

ニツケルカルボニル Nickel carbonyl 

ニトログリコール Nitroglycol 

パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン P-Dimethylaminoazobenzene 

パラ-ニトロクロルベンゼン P-Nitrochlorbenzene 

砒素及びその化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く） 
Arsenic and its compounds (exclude arsine and 

gallium arsenide) 

弗化水素 Hydrogen fluoride 

ベータ-プロピオラクトン β-Propiolactone 

ベンゼン Benzene 

ペンタクロルフェノール（別名 PCP）及びそのナトリウ

ム塩 
Pentachlorophenol (alias P.C.P) and its sodium salts 

マゼンタ Magenta 

マンガン及びその化合物（塩基性酸化マンガンを除く） 
Manganese and its compounds (excluding basic 

manganese oxides) 

沃化メチル Methyl iodide 

硫化水素 Hydrogen sulfide 

硫酸ジメチル Dimethyl sulfide 

クロロホルム Chloroform 

四塩化炭素 Carbon tetrachloride 

1.4-ジオキサン 1.4-Dioxane 

1・2-ジクロロエタン（別名二塩化エチレン） 1.2-Dichloroethane (alias ethylene dichloride) 

ジクロロメタン（別名二塩化メチレン） Dichloromethane (alias methylene dichloride) 

スチレン Styrene 

1・1・2・2-テトラクロロエタン（別名四塩化アセチレン） 1.1.2.2-Tetrachloroethane (alias acethylene 
 

tetrachloride) 

テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン） Tetra chloroethylene (alias perchloroethylene) 

トリクロロエチレン Trichloroethylene 

メチルイソブチルケトン Methyl isobutyl ketone 

ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト（DDVP） 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate(DDVP) 

ナフタレン Naphthalene 



リフラクトリーセラミックファイバー 
Refractory ceramic fiber 

ビス（クロルメチル）エーテル Bis (Chloromethyl) ether 

ベンジジン及びその塩 Benzidine and its salts 

ベータナフチルアミン及びその塩 Beta-naphthylamine and its salts 

インジウム Indium compounds 

エチルベンゼン Ethyl benzene 

コバルトまたはその無機化合物 Cobalt or its inorganic compounds 

酸化プロピレン Prophlene oxide 

１．１ジメチルヒドラジン 1.1-Dimethylhydrazine 

４－アミノジフェニルおよびその塩 4-aminodiphenyl and its salts 

４－ニトロジフェニルおよびその塩 4-nitrodiphenyl and its salts 

ホルムアルデヒド Formaldehyde 

オルト－トルイジン Ortho-toluidine 

1.2-ジクロロプロパン 1.2-dichloropropane 

１から 63 までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、

厚生労働省令で定めるもの 

Of the preparations and other substances containing 

the substances listed in 1 to 50, those prescribed by 

the Ordinance of the Ministry of Health, Labor and 

Welfare 

 


