
症状又は障害 新たな症例 年度

1 アンモニア 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
四肢痙攣、嘔吐、流涎、
嚥下障害

26

2 塩酸(塩化水素を含む。)
皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸
蝕

発熱 26

3 過酸化水素 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
頭痛、嗅覚障害、視神経
の炎症 26

4 硝酸
皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸
蝕

なし 26

5 水酸化カリウム 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 なし 26

6 水酸化ナトリウム 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 なし 26

7 水酸化リチウム 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 なし 26

8 弗化水素酸(弗化水素を含む。以下同じ。) 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
内分泌・代謝系の疾病、
骨格系の疾患

26

9 ペルオキソ二硫酸アンモニウム 皮膚障害又は気道障害 息切れ等の呼吸器系疾病 26

10 ペルオキソ二硫酸カリウム 皮膚障害又は気道障害 息切れ、胸痛、呼吸困難 26

11 硫酸
皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸
蝕

なし 26

12 亜鉛等の金属ヒューム 金属熱 なし 26

13
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。以下同じ。)

四肢末端若しくは口囲の知覚障害、視覚障害、運
動失調、平衡障害、構語障害又は聴力障害

下痢等の消化器系の疾
病、気管支肺炎等の呼吸
器系の疾病、心血管系疾
患

26

14 アンチモン及びその化合物
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前
眼部障害、心筋障害又は胃腸障害

じん肺 26

15 インジウム及びその化合物 肺障害 なし 26

16 塩化亜鉛 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
眼・付属器、消化器系、
意識障害関係、循環器系
の疾病

26

17 塩化白金酸及びその化合物 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 なし 26

18 カドミウム及びその化合物 気道・肺障害、腎障害又は骨軟化
肝障害、循環器系、筋肉
系、歯牙の疾病 26

19 クロム及びその化合物
皮膚障害、気道・肺障害、鼻中隔穿孔又は嗅覚障
害

肝障害、皮膚疾患、消化
器系の疾病 26

20 コバルト及びその化合物 皮膚障害又は気道・肺障害
循環器系、眼・付属器、
神経系の疾病 26

21 四アルキル鉛化合物
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又はせん妄、幻
覚等の精神障害

なし 26

22 水銀及びその化合物(アルキル水銀化合物を除く。)
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、振せん、歩行
障害等の神経障害、焦燥感、記憶減退、不眠等の
精神障害、口腔粘膜障害又は腎障害

なし 26

23 セレン及びその化合物(セレン化水素を除く。)
皮膚障害(爪床炎を含む。)、前眼部障害、気道・
肺障害又は肝障害

消化器系の疾病 26

24 セレン化水素
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又
は気道・肺障害

なし 26

25 タリウム及びその化合物
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害又は
末梢神経障害

神経系の疾病又は障害 26

26 鉛及びその化合物(四アルキル鉛化合物を除く。)
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、造血器障害、
末梢神経障害又は疝痛、便秘等の胃腸障害

なし 26

27
ニッケル及びその化合物（ニッケルカルボニルを除
く。）

皮膚障害
消化器系の疾病、呼吸器
関連の疾病 26

28 ニッケルカルボニル
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は気道・肺障
害

精神関係、神経系、循環
器系、消化器系、内分
泌・代謝関係の疾病

26

29 バナジウム及びその化合物 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 神経系の疾病 26

30 砒化水素 血色素尿、黄疸又は浴血性貧血
中枢神経・末梢神経に関
する疾病、腎障害

26

31 砒素及びその化合物(砒化水素を除く。)
皮膚障害、気道障害、鼻中隔穿孔、末梢神経障害
又は肝障害

循環器系の疾病 26

32 ブチル錫 皮膚障害又は肝障害
呼吸器系、胃腸系、眼の
疾病 26

33 ベリリウム及びその化合物 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 なし 26

34 マンガン及びその化合物
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は言語障害、
歩行障害、振せん等の神経障害

呼吸器系、循環器系の疾
病 26

35 ロジウム及びその化合物 皮膚障害又は気道障害 なし 26

  

金属(セレン及び砒素
を含む。)及びその化
合物

化学物質

無機の酸及びアルカ
リ
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36 塩素
皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸
蝕

過呼吸、頻脈、高血圧等 26

37 臭素 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
腹痛等の消化器系の疾
病、疼痛、精子無力症等 26

38 弗素及びその無機化合物(弗化水素酸を除く。) 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は骨硬化 なし 26

39 沃素 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 なし 26

40 アジ化ナトリウム
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害、
血圧降下又は気道障害

なし 27

41 一酸化炭素

頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、昏睡等の意識
障害、記憶減退、性格変化、失見当識、幻覚、せ
ん妄等の精神障害又は運動失調、視覚障害、色視
野障害、前庭機能障害等の神経障害

くも膜下出血 27

42 黄りん 歯痛、皮膚障害、肝障害又は顎骨壊死 なし 27

43 カルシウムシアナミド
皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は血管運動神
経障害

なし 27

44 シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、呼吸困難、呼
吸停止、意識喪失又は痙攣

代謝系アシドーシス 27

45 二亜硫酸ナトリウム 皮膚障害又は気道障害 なし 27

46 二酸化硫黄 前眼部障害又は気道・肺障害 なし 27

47 二酸化窒素 前眼部障害又は気道・肺障害 なし 27

48 二硫化炭素
せん妄、躁うつ等の精神障害、意識障害、末梢神
経障害又は網膜変化を伴う脳血管障害若しくは腎
障害

オリーブ矯小脳萎縮症、
冠動脈疾患

27

49 ヒドラジン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前
眼部障害又は気道障害

なし 27

50 ホスゲン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前
眼部障害又は気道・肺障害

なし 27

51 ホスフィン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は気道・肺障
害

知覚障害、黄疽、振せん 27

52 硫化水素
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害、
気道・肺障害又は呼吸中枢機能停止

循環器系・意識障害関
係・皮膚・精神・神経系
の疾病

27

53 塩化ビニル
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、中
枢神経系抑制、レイノー現象、指端骨溶解又は門
脈圧亢進

血管炎、腎炎、静脈血栓
症、狭心症、不整脈、心
筋梗塞

27

54 塩化メチル
頭痛、めまい、嘔吐等自覚症状、中枢神経系抑
制、視覚障害、言語障害、協調運動障害等の神経
障害又は肝障害

なし 27

55 クロロプレン
中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害又は
肝障害

なし 27

56 クロロホルム
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑
制又は肝障害

意識消失、腎障害、呼吸
困難 27

57 四塩化炭素
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑
制又は肝障害

無尿症、腎不全、パーキ
ンソン病 27

58 一・二―ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑
制、前眼部障害、気道・肺障害又は肝障害

神経系の障害、うつ症状 27

59 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系
抑制

なし 27

60 ジクロルメタン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑
制、前眼部障害又は気道・肺障害

人格変化、精神錯乱、記
憶・視力の障害、難聴、
歩行障害

27

61 臭化エチル 中枢神経系抑制又は気道・肺障害 なし 27

62 臭化メチル

頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、気
道・肺障害、視覚障害、言語障害、協調運動障
害、振せん等の神経障害、性格変化、せん妄、幻
覚等の精神障害又は意識障害

生殖機能障害、脳波の異
常

27

63
一・一・二・二―テトラクロルエタン(別名四塩化ア
セチレン)

頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑
制又は肝障害

なし 27

64 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑
制、前眼部障害、気道障害又は肝障害

心不整脈、腎疾患、健忘
症、統合失調症

27

65 一・一・一―トリクロルエタン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑
制又は協調運動障害

心臓・肝臓・胃腸の障
害、皮膚・神経系の障害

27

66 一・一・二―トリクロルエタン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又
は気道障害

なし 27

67 トリクロルエチレン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑
制、前眼部障害、気道・肺障害、視神経障害、三
叉神経障害、末梢神経障害又は肝障害

筋壊死、腎尿細管壊死、
皮膚障害 27

68 ノルマルヘキサン 末梢神経障害
失声症、血液脳関門の障
害 27

ハロゲン及びその無
機化合物

りん、硫黄、酸素、
窒素及び炭素並びに
これらの無機化合物

脂肪族化
合物

脂肪族炭
化水素及
びそのハ
ロゲン化
合物
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69 一―ブロモプロパン 末梢神経障害 なし 27

70 二―ブロモプロパン 生殖機能障害 なし 27

71 沃化メチル
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、視覚障害、言
語障害、協調運動障害等の神経障害、せん妄、躁
状態等の精神障害又は意識障害

水疱、浮腫性紅斑性発疹 27

72 アクリル酸エチル
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害又は
粘膜刺激

なし 27

73 アクリル酸ブチル 皮膚障害
慢性肺機能障害、嗅覚機
能障害

27

74 アクロレイン 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
延髄外側症候群、てんか
ん発作、心室細動 27

75 アセトン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系
抑制

皮膚炎、神経行動学的な
機能の低下 27

76 イソアミルアルコール(別名イソペンチルアルコール) 中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 なし 27

77 エチルエーテル
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系
抑制

なし 27

78 エチレンクロルヒドリン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害、
気道・肺障害、肝障害又は腎障害

頻脈、一過性高血圧 27

79
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)

頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、造血器障害、
振せん、協調運動障害、肝障害又は腎障害

免疫系の障害 27

80 二・三―エポキシプロピル＝フェニルエーテル 皮膚障害 なし 27

81 グルタルアルデヒド 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 なし 27

82 酢酸アミル 中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 中枢神経系の障害 28

83 酢酸エチル 前眼部障害又は気道障害
脳・肺の浮腫、神経系の
障害 28

84 酢酸ブチル 前眼部障害又は気道障害 なし 28

85 酢酸プロピル 中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 なし 28

86 酢酸メチル 中枢神経系抑制、視神経障害又は気道障害 なし 28

87 二―シアノアクリル酸メチル 皮膚障害、気道障害又は粘膜刺激 前眼部の障害 28

88 ニトログリコール
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、狭心症様発作
又は血管運動神経障害

なし 28

89 ニトログリセリン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は血管運動神
経障害

循環器系の疾病障害 28

90 二―ヒドロキシエチルメタクリレート 皮膚障害 消化器系・神経系の障害 28

91 ホルムアルデヒド 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害
頭痛、循環器系・消化器
系・代謝系の障害、頭
痛、吐き気

28

92 メタクリル酸メチル 皮膚障害、気道障害又は末梢神経障害
頭痛、循環器系の障害、
前眼部障害 28

93 メチルアルコール
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑
制、視神経障害、前眼部障害又は気道・肺障害

神経系の障害、皮膚障害 28

94 メチルブチルケトン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は末梢神経障
害

気道障害 28

95 硫酸ジメチル 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 神経系・代謝系の障害 28

96 アクリルアミド
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、協
調運動障害又は末梢神経障害

神経系・循環器系・消化
器系の障害、前眼部障
害、気道障害

28

97 アクリロニトリル
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前
眼部障害又は気道障害

神経系・循環器系の障害 28

98 エチレンイミン 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は腎障害 なし 28

99 エチレンジアミン 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 なし 28

100 エピクロルヒドリン 皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は肝障害 遺伝毒性 28

101 酸化エチレン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、中
枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害、造血
器障害又は末梢神経障害

神経系の障害、白内障 28

102 ジアゾメタン 気道・肺障害 なし 28

103 ジメチルアセトアミド 肝障害又は消化器障害
神経系・皮膚・消化器
系・肺の障害、 28

104 ジメチルホルムアミド
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前
眼部障害、気道障害、肝障害又は胃腸障害

神経系・循環器系の障害 28

105 ヘキサメチレンジイソシアネート 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 神経系の障害、発熱 28

106 無水マレイン酸 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 造血器障害 28

107 イソホロンジイソシアネート 皮膚障害又は気道障害 なし 28

108 シクロヘキサノール 前眼部障害又は気道障害 なし 28

109 シクロヘキサノン 前眼部障害又は気道障害 皮膚・神経系の障害 28

脂肪族化
合物

脂肪族炭
化水素及
びそのハ
ロゲン化
合物

アルコー
ル、エー
テル、ア
ルデヒ
ド、ケト
ン及びエ
ステル

その他の
脂肪族化
合物

脂環式化合物
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110
ジシクロヘキシルメタン―四・四´―ジイソシアネー
ト

皮膚障害
めまい、肺・循環器系の
障害 28

111 キシレン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系
抑制

呼吸器系・循環器系・皮
膚・気道・前眼部・気
道・神経系・消化器系の
障害

28

112 スチレン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前
眼部障害、視覚障害、気道障害又は末梢神経障害

神経系・肝機能・循環器
系・造血器の障害

28

113 トルエン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系
抑制

前眼部・呼吸器系・神経
系・皮膚の障害

28

114 パラ―tert―ブチルフェノール 皮膚障害 気道・肺障害 28

115 ベンゼン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑
制又は再生不良性貧血等の造血器障害

皮膚・肺・神経系・気道
の障害 28

116 塩素化ナフタリン 皮膚障害又は肝障害 なし 28

117 塩素化ビフェニル(別名PCB) 皮膚障害又は肝障害
頭痛、めまい、神経系の
障害 28

118 ベンゼンの塩化物 前眼部障害、気道障害又は肝障害
皮膚・神経系の障害、吐
き気、めまい、頭痛

28

119 アニシジン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、溶
血性貧血又はメトヘモグロビン血

なし 28

120 アニリン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血又
はメトヘモグロビン血

なし 28

121 クロルジニトロベンゼン 皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 なし 28

122 四・四´―ジアミノジフェニルメタン 皮膚障害又は肝障害
頭痛、腹痛、循環器系の
障害 28

123 ジニトロフェノール
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、代
謝亢進、肝障害又は腎障害

循環器系の障害 28

124 ジニトロベンゼン 溶血性貧血、メトヘモグロビン血又は肝障害 なし 28

125 ジメチルアニリン
中枢神経系抑制、溶血性貧血又はメトヘモグロビ
ン血

なし 29

126 トリニトロトルエン(別名TNT)
皮膚障害、溶血性貧血、再生不良性貧血等の造血
器障害又は肝障害

なし 29

127
二・四・六―トリニトロフェニルメチルニトロアミン
(別名テトリル)

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 なし 29

128 トルイジン 溶血性貧血又はメトヘモグロビン血
頭痛、めまい、皮膚炎、
膀胱がん 29

129 パラ―ニトロアニリン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血、
メトヘモグロビン血又は肝障害

肝障害 29

130 パラ―ニトロクロルベンゼン 溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 頭痛、めまい、湿疹 29

131 ニトロベンゼン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血又
はメトヘモグロビン血

頭痛、めまい、肝障害、
神経障害 29

132 パラ―フェニレンジアミン 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害
肝障害、骨格系・尿路系
の障害 29

133 フェネチジン 皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 なし 29

134 クレゾール 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 生殖器の障害 29

135 クロルヘキシジン 皮膚障害、気道障害又はアナフィラキシー反応 眼障害 29

136 トリレンジイソシアネート(別名TDI) 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 消化器系・神経の障害 29

137 一・五―ナフチレンジイソシアネート 前眼部障害又は気道障害 肺のびまん性浸潤 29

138 ビスフェノールA型及びF型エポキシ樹脂 皮膚障害 なし 29

139 ヒドロキノン 皮膚障害 なし 29

140 フェニルフェノール 皮膚障害 なし 29

141 フェノール(別名石炭酸)
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前
眼部障害又は気道・肺障害

肝障害 29

142 オルト―フタロジニトリル
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は意識喪失を
伴う痙攣

なし 29

143 ベンゾトリクロライド 皮膚障害又は気道障害 なし 29

144 無水トリメリット酸 気道・肺障害又は溶血性貧血 関節痛、眼障害 29

145 無水フタル酸 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 なし 29

146 メチレンビスフェニルイソシアネート(別名MDI) 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害
神経・精神の障害、免疫
系の障害

29

147 四―メトキシフェノール 皮膚障害 なし 29

148 りん酸トリ―オルト―クレジル 末梢神経障害 なし 29

149 レゾルシン 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 神経の障害 29

150 一・四―ジオキサン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又
は気道・肺障害

腎臓・肝臓の障害 29

151 テトラヒドロフラン 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は皮膚障害
呼吸器系・神経系・肝機
能・尿路系の障害 29

脂環式化合物

その他の
芳香族化
合物

複素環式化合物

芳香族化
合物

ベンゼン
及びその
同族体

芳香族炭
化水素の
ハロゲン
化物

芳香族化
合物のニ
トロ又は
アミノ誘
導体
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152 ピリジン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前
眼部障害又は気道障害

尿路系・肝臓の障害 29

153
ヘキサヒドロ―一・三・五―トリニトロ―一・三・五
―トリアジン

頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は意識喪失を
伴う痙攣

なし 29

154

有機りん化合物(ジチオリン酸O―エチル＝S・S―ジ

フェニル(別名EDDP)、ジチオリン酸O・O―ジエチ

ル＝S―(二―エチルチオエチル)(別名エチルチオメ

トン)、チオリン酸O・O―ジエチル＝O―二―イソプ

ロピル―四―メチル―六―ピリミジニル(別名ダイア

ジノン)、チオリン酸O・O―ジメチル＝O―四―ニト

ロ―メタ―トリル(別名MEP)、チオリン酸S―ベンジ

ル＝O・O―ジイソプロピル(別名IBP)、フェニルホ

スホノチオン酸O―エチル＝O―パラ―ニトロフェニ

ル(別名EPN)、りん酸二・二―ジクロルビニル＝ジ

メチル(別名DDVP)及びりん酸パラ―メチルチオフェ

ニル＝ジプロピル(別名プロパホス))

頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、意識混濁等の
意識障害、言語障害等の神経障害、錯乱等の精神
障害、筋の線維束攣縮、痙攣等の運動神経障害又
は縮瞳、流涎、発汗等の自律神経障害

皮膚・循環器・消化器系
の障害

29

155

カーバメート系化合物(メチルカルバミド酸オルト―

セコンダリーブチルフェニル(別名BPMC)、メチル

カルバミド酸メタ―トリル(別名MTMC)及びN―(メ

チルカルバモイルオキシ)チオアセトイミド酸S―メ

チル(別名メソミル))

頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、意識混濁等の
意識障害、言語障害等の神経障害、錯乱等の精神
障害、筋の線維束攣縮、痙攣等の運動神経障害又
は縮瞳、流涎、発汗等の自律神経障害

呼吸器・循環器・皮膚の
障害 29

156
二・四―ジクロルフェニル＝パラ―ニトロフェニル＝

エーテル(別名NIP)
前眼部障害 なし 29

157
ジチオカーバメート系化合物(エチレンビス(ジチオカ
ルバミド酸)亜鉛(別名ジネブ)及びエチレンビス(ジチ
オカルバミド酸)マンガン(別名マンネブ))

皮膚障害
血液関係疾患、神経の障
害 29

158
N―(一・一・二・二―テトラクロルエチルチオ)―四

―シクロヘキセン―一・二―ジカルボキシミド(別名
ダイホルタン)

皮膚障害又は前眼部障害 呼吸器系疾患 29

159 テトラメチルチウラムジスルフィド 皮膚障害 なし 29

160 トリクロルニトロメタン(別名クロルピクリン) 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 意識・肝障害 29

161
Ｎ―（トリクロロメチルチオ）―一・二・三・六―テ
トラヒドロフタルイミド

皮膚障害 なし 29

162
二塩化一・一´―ジメチル―四・四´―ビピリジニウ
ム(別名パラコート)

皮膚障害又は前眼部障害
呼吸器・神経系の障害、
甲状腺障害 29

163
パラ―ニトロフェニル＝二・四・六―トリクロルフェ

ニル＝エーテル(別名CNP)
前眼部障害 なし 29

164 ブラストサイジンS
前眼部障害、気道・肺障害又は嘔吐、下痢等の消
化器障害

皮膚障害 29

165

六・七・八・九・一〇・一〇―ヘキサクロル―一・

五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メ

タノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン三―オキ
シド(別名ベンゾエピン)

頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、意識喪失等の
意識障害、失見当識等の精神障害又は痙攣等の神
経障害

なし 29

166 ペンタクロルフェノール(別名PCP)
皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は代謝亢
進

脳機能の障害 29

167 モノフルオル酢酸ナトリウム
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、不整脈、血圧
降下等の循環障害、意識混濁等の意識障害、言語
障害等の神経障害又は痙攣

なし 29

168 硫酸ニコチン
頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、流涎、呼吸困
難、意識混濁、筋の線維束攣縮又は痙攣

なし 29

※

農薬その他の薬剤の
有効成分

　

は前回の検討会（平成25年度）で追加されたもの

複素環式化合物
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