
（参考）特化則

別表１

特定化学物質種類別分類表（労働安全衛生法施行令 別表第三）

名　　　称 種　　別
1 ジクロルベンジジン及びその塩 第１類物質
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）
4 オルトートリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1～6までに掲げるものをその重量の1%を超えて含有し、又は7に掲げるものをその重量の0.5%

を超えて含有する製剤その他のもの（合金にあっては、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）

1 アクリルアミド 第２類物質
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る）

4 石綿（アモサイト及びクロシドライトを除く）
5 エチレンイミン

5の2 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
9 オルトーフタロジニトリル

10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
14 コールタール
15 三酸化砒素
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
19 3・3'-ｼﾞｸﾛﾛ-4・4'-ｼﾞｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く）
23 トリレンジイソシアネート
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ―ニトロクロルベンゼン
28 弗化水素
29 ベータ―プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）及びそのナトリウム塩
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。）
34 沃化メチル
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げるものを含有する製剤その他のもので、厚生労働省令で定めるもの

1 アンモニア 第3類物質
2 一酸化炭素
3 塩化水素
4 硝酸
5 二酸化硫黄
6 フェノール
7 ホスゲン
8 ホルムアルデヒド
9 硫酸

10 １から９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



（参考）特化則

２ 　令別表第三第二号３７の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。
３ 　令別表第三第三号１０の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。

四 　オーラミン等　令別表第三第二号８及び３２に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲げる物をいう。
五 　管理第二類物質　第二類物質のうち、特定第二類物質及びオーラミン等以外の物をいう。
六 　第三類物質　令別表第三第三号に掲げる物をいう。
七 　特定化学物質等　第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。

特定化学物質等障害予防規則
（定義等）
第二条 　この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 　第一類物質　労働安全衛生法施行令 （以下「令」という。）別表第三第一号に掲げる物をいう。
二 　第二類物質　令別表第三第二号に掲げる物をいう。定 類 質 類 質 、 表 、 、 、 、 、 、 、 、 、
で及び３４から３６ま でに掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第五号から第七号まで、第十二号、第十七号、第十九
号、第二十号、第二十三号、第二十四号、第二十六号から第 三十号まで及び第三十四号から第三十六号までに掲げる物を
いう。



従事者数

研究室名
回答者

職名
連絡先（内線）

従事者数

男性 女性 計

教職員 0

学生 0

合計 0 0 0

設置場所（部屋番号）
設置台数



業務概要（有機、特化）

※朱書き部分は記入例

有機溶剤業務の概要

１．使用する有機溶剤およびその年間使用量

クロロホルム 40kg／年
二硫化炭素 1kg／年
アセトン 40kg／年
イソプロピルアルコール 10kg／年
エチルエーテル 10kg／年
クロルベンゼン 1kg／年
酢酸エチル 1kg／年
1,4-ジオキサン 1kg／年
ジクロルメタン 80kg／年
N,N-ジメチルホルムアミド 1kg／年
テトラヒドロフラン 1kg／年
トルエン 1kg／年
ノルマルヘキサン 1kg／年
メタノール 10kg／年
アセトニトリル 3kg／年

２．ドラフトからの排出量
いずれの溶媒も、ほとんどの廃液を回収して業者に処理を委託するため、
ドラフトを通じての大気中への放出は軽微である。

３．業務内容
イソプロピルアルコール
　　水酸化カリウムを溶解してガラス器具の油性の汚れを除く際に用いる。
　　また、金属錯体化合物合成の際の反応溶媒としても用いる。その際は、
　　ガラス器具内に密封して用いるため放出はない。廃液は業者委託する。
アセトン
　　ガラス器具の洗浄・乾燥に用いる。この際、少量が揮散して大気に
　　放出される。反応溶媒としても用いる。
二硫化炭素
　　溶媒としてではなく、含硫黄有機化合物を合成する際の原材料として
　　用いる。反応溶媒としても用いる。廃液は業者委託する。
その他の溶媒
　　金属錯体化合物合成の際の反応溶媒として用いる。廃液は業者委託する



業務概要（有機、特化）

※朱書き部分は記入例

特定化学物質業務の概要

１．使用する特定化学物質およびその年間使用量

クロム酸塩 10g／年
五酸化バナジウム 10g／年
シアン化カリウム 10g／年
重クロム酸塩 10g／年
水銀化合物 500g／年
フッ化水素 10g／年
ベンゼン 20kg／年
マンガン化合物 10g／年
塩酸 1kg／年
硝酸 1kg／年
硫酸 1kg／年
アンモニア水 500g／年

２．ドラフトからの排出量
スクラバーにより大気中への放出を防げるため、いずれも軽微である。

３．業務内容
新規金属錯体化合物の創製を目的として、合成反応の原材料として用いる。
それ以外の使用業態としては、
ベンゼン
　　金属錯体化合物合成の際の反応溶媒として用いる。廃液は業者委託する
塩酸・硝酸
　　難溶性の金属塩に汚染されたガラス器具の洗浄に用いる。

 



届出の概要 

※朱書き部分は記入例
※分量の目安はＡ４ １枚

　　研究内容：　「タイトル」

　１・研究について
　　　本研究は～

届出の概要　

　２・実験、器具の洗浄に伴い排出される化学物質の処理方法について
　（以下、記入例）

実験に伴う廃液は、重金属類、酸、アルカリ、有機溶媒、に分けて回収。
すべて廃棄物処理業者に委託処理する。
器具類の洗浄は必ず二次洗浄まで行い、洗浄に伴い排出される廃液についても、
処理業者に委託処理する。
これに関わる廃液等も基本的に環境中には放出しないようにする。
有機物、重金属を含まない、酸、アルカリについても処理業者に委託処理し、
中和後の環境中への排出を行わないものとする。
二次洗浄後は家庭用洗剤で洗浄し、その後エタノール、イオン交換水で洗浄
するが、これに伴う廃液には酸、アルカリ、重金属等の有害物質が含まれて
いないため、下水から排出するものとする。(エタノールは水で希釈する)
粉塵、固体についても全て回収し、専門の処理業者に委託処理するものとする。
上記廃棄物の処理方法について、実験室を使用する予定の学生、職員に対し周知
した上で、実験室の使用を認めるものとする。



薬品リスト

※朱書き部分は記入例。　
※主たる薬品を記入する。（届出の概要に登場する薬品は絶対に記
※目安：Ａ４　１枚におさまる程度の種類を列挙

物質名 使用量（kg/日）

【有機物】

エタノール 0.01

メタノール 0.01

アセトン 0.005以下

エチレングリコール 0.005以下

クロロホルム 0.0001以下

クエン酸ナトリウム 0.001

ステアリン酸 0.001

ミリスチン酸 0.001

オレイン酸 0.001

リノール酸 0.001

リノレン酸 0.001

酢酸 0.001

【無機物質】(酸性)

塩酸 0.001以下

硝酸 0.001以下

　

【無機物質】（塩基性）

水酸化ナトリウム 0.001

【無機物質】（金属塩）

塩化ナトリウム 0.01

塩化カリウム 0.01

硝酸銀 0.0005以下

塩化金 0.0005以下

塩化銅 0.0005以下

使用原料又は薬品の種類と１日あたりの量
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別表２

有機溶剤種類別分類表（労働安全衛生法施行令 別表第六の二）

名　　　称 種　　別
14 クロロホルム 第１種有機溶剤
23 四塩化炭素
27 1・2―ジクロルエタン（別名二塩化エチレン）
28 1・2―ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン）
32 1・1・2・2―テトラクロルエタン（別名四塩化アセチレン）
36 トリクロルエチレン
38 二硫化炭素

上記に掲げる物のみから成る混合物
上記に掲げる物と当該物以外の物との混合物で、上記に掲げる物を当該混合物の重量の五
パーセントを超えて含有するもの

1 アセトン 第２種有機溶剤
2 イソブチルアルコール
3 イソプロピルアルコール
4 イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール）
5 エチルエーテル
6 エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ）
7 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソルブアセテート）
8 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル（別名ブチルセロソルブ）
9 エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）

10 オルト―ジクロルベンゼン
11 キシレン
12 クレゾール
13 クロルベンゼン
15 酢酸イソブチル
16 酢酸イソプロピル
17 酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル）
18 酢酸エチル
19 酢酸ノルマル―ブチル
20 酢酸ノルマル―プロピル
21 酢酸ノルマル―ペンチル（別名酢酸ノルマル―アミル）
22 酢酸メチル
24 シクロヘキサノール
25 シクロヘキサノン
26 1・4―ジオキサン
29 ジクロルメタン（別名二塩化メチレン）
30 Ｎ・Ｎ―ジメチルホルムアミド
31 スチレン
33 テトラクロルエチレン（別名パークロルエチレン）
34 テトラヒドロフラン
35 1・1・1―トリクロルエタン
37 トルエン
39 ノルマルヘキサン
40 1―ブタノール
41 2―ブタノール
42 メタノール
43 メチルイソブチルケトン
44 メチルエチルケトン
45 メチルシクロヘキサノール
46 メチルシクロヘキサノン
47 メチル―ノルマル―ブチルケトン

上記に掲げる物のみから成る混合物
上記に掲げる物と当該物以外の物との混合物で、上記に掲げる物を当該混合物の重量の五
パーセントを超えて含有するもの

48 ガソリン 第3種有機溶剤
49 コールタールナフサ（ソルベントナフサを含む。）
50 石油エーテル
51 石油ナフサ
52 石油ベンジン
53 テレビン石油

54
ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラル
ターペンを含む。）

55 前各号に掲げる物のみから成る混合物
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ハ　イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物又は前号イに掲げる物を当該混合物の重量の五パーセ
ントを超えて含有するもの（前号ハに掲げる物を除く。）
五 　第三種有機溶剤等　有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外の物をいう。

ハ　イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するも
の
四 　第二種有機溶剤等　有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。表 、 、 、
九号から第三十一号まで、第三十三号から第三十五号まで、第三十七号又は第三十九号から第四十七号までに掲げる
物
ロ　イに掲げる物のみから成る混合物

有機溶剤中毒予防規則
（定義等）
第一条 　この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 　有機溶剤　労働安全衛生法施行令 （以下「令」という。）別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。

二 　有機溶剤等　有機溶剤又は有機溶剤含有物（有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物
の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。第六号において同じ。）をいう。
三 　第一種有機溶剤等　有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。
イ　令別表第六の二第十四号、第二十三号、第二十七号、第二十八号、第三十二号、第三十六号又は第三十八号に掲
げる物
ロ　イに掲げる物のみから成る混合物
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