
（別添） 

 

アクリル酸二―（ジメチルアミノ）エチル他２３５物質

及 び こ れ ら を 含 有 す る 製 剤 そ の 他 の 物 に 係 る 

健 康 障 害 防 止 措 置 に つ い て 

 

 

 アクリル酸二―（ジメチルアミノ）エチル他２３５物質（別紙）及びこれら

を含有する製剤その他の物について、労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令

第３１８号）別表第９に追加することとする。これにより、以下の措置が新た

に義務付けられることとなる。 

（１）アクリル酸二―（ジメチルアミノ）エチル他２３５物質及びこれらを含

有する製剤その他の物を譲渡し、又は提供する者に対し、労働安全衛生法

（昭和４７年法律第５７号）第５７条第１項の名称等の表示及び第５７条

の２第１項の文書の交付等の措置を義務付ける。 

（２）アクリル酸二―（ジメチルアミノ）エチル他２３５物質及びこれらを含

有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う事業者に対し、労働安全衛

生法第５７条の３第１項による危険性又は有害性等の調査を義務付ける他、

別途検討する職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告

書に基づく労働者に対するばく露防止対策の措置を義務付ける。 

 

 



（別紙）

労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）別表第９に新たに追加する物質

名称 英語名称

1 アクリル酸二―（ジメチルアミノ）エチル 2-(dimethylamino)ethyl acrylate

2 アザチオプリン azathioprine

3 アセタゾラミド（別名アセタゾールアミド） acetazolamide

4 アセトンチオセミカルバゾン acetone thiosemicarbazone

5 アニリン・ホルムアルデヒド重縮合物 aniline, polymer with formaldehyde

6 アフラトキシン aflatoxin

7 二―アミノエタンチオール（別名システアミン） 2-aminoethanethiol (alias: cysteamine)

8 Ｎ―（二―アミノエチル）―二―アミノエタノール N-(2-aminoethyl)-2-aminoethanol

9 三―アミノ―Ｎ―エチルカルバゾール 3-amino-N-ethylcarbazol

10
二―アミノ―四―［ヒドロキシ（メチル）ホスホリル］ブタン

酸及びそのアンモニウム塩

2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoic acid and its

ammonium salt

11 三―アミノ―一―プロペン 3-amino-1-propene

12
四―アミノ―一―ベータ―Ｄ―リボフラノシル―一・三・五―

トリアジン―二（一Ｈ）―オン
4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one

13 四―アリル―一・二―ジメトキシベンゼン 4-allyl-1,2-dimethoxybenzene

14
十七アルファ―アセチルオキシ―六―クロロ―プレグナ―四・

六―ジエン―三・二十―ジオン
17α-acetyloxy-6-chloro-pregna-4,6-diene-3,20-dione

15 アントラセン anthracene

16 イソシアン酸三・四―ジクロロフェニル 3,4-dichlorophenyl isocyanate

17
四・四′―イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェノー

ルＡ）
4,4'-isopropylidenediphenol (alias: bisphenol A)

18 イブプロフェン ibuprofen

19 ウラン uranium

20

Ｏ―エチル―Ｏ―（二―イソプロポキシカルボニルフェニル）

―Ｎ―イソプロピルチオホスホルアミド（別名イソフェンホ

ス）

O-ethyl-O-(2-isopropoxycarbonylphenyl)-N-

isopropylthiophosphoramide (alias: isofenphos)

21
Ｏ―エチル＝Ｓ・Ｓ―ジプロピル＝ホスホロジチオアート（別

名エトプロホス）

O-ethyl-S,S-dipropyl phosphorodithioate (alias:

ethoprophos)

22 Ｎ―エチル―Ｎ―ニトロソ尿素 N-ethyl-N-nitrosourea

23 一―エチルピロリジン―二―オン 1-ethylpyrrolidin-2-one

24
五―エチル―五―フェニルバルビツル酸（別名フェノバルビ

タール）
5-ethyl-5-phenylbarbituric acid (alias: phenobarbital)

25
Ｓ―エチル＝ヘキサヒドロ―一Ｈ―アゼピン―一―カルボチオ

アート（別名モリネート）

S-ethyl hexahydro-1H-azepine-1-carbothioate (alias:

molinate)

26
Ｏ―エチル＝Ｓ―一―メチルプロピル＝（二―オキソ―三―チ

アゾリジニル）ホスホノチオアート（別名ホスチアゼート）

O-ethyl S-1-methylpropyl (2-oxo-3-

thiazolidinyl)phosphonothioate (alias: fosthiazate)

27
エチレングリコールジエチルエーテル（別名一・二―ジエトキ

シエタン）
ethylene glycol diethyl ether (alias: 1,2-diethoxyethane)

28 エチレングリコールジメチルエーテル（別名モノグリム） ethylene glycol dimethyl ether (alias: monoglyme)

29
Ｎ・Ｎ′―エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガン（別

名マンネブ）

manganese N,N'-ethylenebis(dithiocarbamate)

(alias:maneb)

30 エトポシド etoposide

31 エフェドリン ephedrine

32 塩化アクリロイル acryloyl chloride

33 塩基性フタル酸鉛 basic lead phthalate

34
一・一′―オキシビス（二・三・四・五・六―ペンタブロモベ

ンゼン）（別名デカブロモジフェニルエーテル）

1,1'-oxybis(2,3,4,5,6-pentabromobenzene)

(alias:decabromodiphenyl ether)

35 オキシラン―二―カルボキサミド oxirane-2-carboxamide

36 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン octachlorotetrahydromethanofutarane

37 オクタブロモ（一・一′―オキシジベンゼン） octabromo(1,1'-oxydibenzene)

38 オクタメチルピロホスホルアミド（別名シュラーダン） octamethylpyrophosphoramide (alias: schradan)

39 オクチルアミン（別名モノオクチルアミン） octylamine (alias: monooctylamine)



40 過酢酸 peroxyacetic acid

41 キノリン及びその塩酸塩 quinoline and its hydrochloride

42 二―クロロエタンスルホニル＝クロリド 2-chloroethanesulfonyl chloride

43
Ｎ―（二―クロロエチル）―Ｎ′―シクロヘキシル―Ｎ―ニト

ロソ尿素
N-(2-chloroethyl)-N'-cyclohexyl-N-nitrosourea

44

Ｎ―（二―クロロエチル）―Ｎ―ニトロソ―Ｎ′―［（二Ｒ・

三Ｒ・四Ｓ・五Ｒ）―三・四・五・六―テトラヒドロキシ―一

―オキソヘキサン―二―イル］尿素

N-(2-chloroethyl)-N-nitroso-N'-[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-

tetrahydroxy-1-oxohexan-2-yl]-urea

45
Ｎ―（二―クロロエチル）―Ｎ′―（四―メチルシクロヘキシ

ル）―Ｎ―ニトロソ尿素
N-(2-chloroethyl)-N'-(4-methylcyclohexyl)-N-nitrosourea

46
二―クロロ―Ｎ―（エトキシメチル）―Ｎ―（二―エチル―六

―メチルフェニル）アセトアミド

2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-

methylphenyl)acetamide

47 クロロぎ酸エチル（別名クロロ炭酸エチル） ethyl chloroformate

48

三―クロロ―Ｎ―（三―クロロ―五―トリフルオロメチル―二

―ピリジル）―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ

―二・六―ジニトロ―パラ―トルイジン（別名フルアジナム）

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-

trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine (alias: fluazinam)

49 クロロ炭酸フェニルエステル phenyl chloroformate

50 一―クロロ―四―（トリクロロメチル）ベンゼン 1-chloro-4-(trichloromethyl)-benzene

51 クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―一三三） chlorotrifluoroethane (alias: HCFC-133)

52 二―クロロニトロベンゼン 2-chloronitrobenzene

53
三―（六―クロロピリジン―三―イルメチル）―一・三―チア

ゾリジン―二―イリデンシアナミド（別名チアクロプリド）

3-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-

ylidenecyanamide (alias: thiacloprid)

54 三―クロロ―一・二―プロパンジオール 3-chloro-1,2-propanediol

55
一―クロロ―二―メチル―一―プロペン（別名一―クロロイソ

ブチレン）
1-chloro-2-methyl-1-propene (alias: 1-chloroisobutylene)

56 コールタールピッチ coal-tar pitch

57 コレカルシフェロール（別名ビタミンＤ三） colecalciferol (alias: vitamin D3)

58 酢酸マンガン（Ⅱ） manganese(II) acetate

59 三塩化ほう素 trichloroborane

60 ジアセトキシプロペン diacetoxypropene

61 ジイソブチルアミン diisobutylamine

62
二・三：四・五―ジ―Ｏ―イソプロピリデン―一―Ｏ―スル

ファモイル―ベータ―Ｄ―フルクトピラノース

2,3:4,5-di-O-isopropylidene-1-O-sulfamoyl-β-D-

fructopyranose

63
ジイソプロピル―S―（エチルスルフィニルメチル）―ジチオ

ホスフェイト
diisopropyl-S-(ethylsulfinylmethyl)-dithiophosphate

64 Ｎ・Ｎ―ジエチル亜硝酸アミド N,N-diethylnitrous amide

65
ジエチル―四―クロルフェニルメルカプトメチルジチオホス

フェイト
diethyl-4-chlorophenylmercaptomethyldithiophosphate

66
ジエチル―一―（二′・四′―ジクロルフェニル）―二―クロ

ルビニルホスフェイト
diethyl-1-(2',4'-dichlorophenyl)-2-chlorovinylphosphate

67
ジエチル―（一・三―ジチオシクロペンチリデン）―チオホス

ホルアミド
diethyl-(１,3-dithiocyclopentylidene)-thiophosphoramide

68 ジエチルスチルベストロール（別名スチルベストロール） diethylstilbestrol (alias: stilbestrol)

69 ジエチルホスホロクロリドチオネート diethyl phosphochloridothionate

70
ジエチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルカルビ

トール）
diethylene glycol monomethyl ether (alias: methylcarbitol)

71
二―（一・三―ジオキソラン―二―イル）―フェニル―Ｎ―メ

チルカルバメート
2-(1,3-dioxolan-2-yl)-phenyl-N-methylcarbamate

72 シクロスポリン ciclosporin

73 シクロヘキシミド cicloheximide

74 シクロホスファミド一水和物 cyclophosphamide monohydrate

75 シクロホスファミド無水物 cyclophosphamide

76
二・四―ジクロルフェニル四′―ニトロフェニルエーテル（別

名ＮＩＰ）
2,4-dichlorophenyl 4'-nitrophenyl ether (alias: NIP)



77
四・四′―（二・二―ジクロロエタン―一・一―ジイル）ジ

（クロロベンゼン）
4,4'-(2,2-dichloroethane-1,1-diyl)di(chrolobenzene)

78 ジクロロエチルホルマール dichloroethyl formal

79
四・四′―（二・二―ジクロロエテン―一・一―ジイル）ジ

（クロロベンゼン）
4,4'-(2,2-dichloroethene-1,1-diyl)di(chrolobenzene)

80 一・四 ―ジクロロ―二―ニトロベンゼン 1,4-dichloro-2-nitrobenzene

81 二・四―ジクロロ―一―ニトロベンゼン 2,4-dichloro-1-nitrobenzene

82

二・二―ジクロロ―Ｎ―［二―ヒドロキシ―一―（ヒドロキシ

メチル）―二―（四―ニトロフェニル）エチル］アセトアミド

（別名クロラムフェニコール）

2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-

nitrophenyl)ethyl]acetamide (alias: chloramphenicol)

83

（ＲＳ）―三―（三・五―ジクロロフェニル）―五―メチル―

五―ビニル―一・三―オキサゾリジン―二・四―ジオン（別名

ビンクロゾリン）

(RS)-3-(3,5-dichlorophenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-

oxazolidine-2,4-dione (alias: vinclozolin)

84
三―（三・四―ジクロロフェニル）―一―メトキシ―一―メチ

ル尿素 （別名リニュロン）

3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea (alias:

linuron)

85
（ＲＳ）―二―（二・四―ジクロロフェノキシ）プロピオン酸

（別名ジクロルプロップ）
(RS)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propanoic acid (alias: dichlorprop)

86 ジシアノメタン（別名マロノニトリル） dicyanomethane (alias: malononitrile)

87 シスプラチン cisplatin

88

ジナトリウム＝四―アミノ―三―［四′―（二・四―ジアミノ

フェニルアゾ）―一・一′―ビフェニル―四―イルアゾ］―五

―ヒドロキシ―六―フェニルアゾ―二・七―ナフタレンジスル

ホナート（別名ＣＩダイレクトブラック三八）

disodium 4-amino-3-[4'-(2,4-diaminophenylazo)-1,1'-

biphenyl-4-ylazo]-5-hydroxy-6-phenylazo-2,7-

naphthalenedisulfonate (alias: CI Direct Black 38)

89 二・六―ジニトロトルエン 2,6-dinitrotoluene

90 二・四―ジニトロフェノール 2,4-dinitrophenol

91 二・四―ジニトロ―六―（一―メチルプロピル）―フェノール 2,4-dinitro-6-(1-methylpropyl)phenol

92 ジビニルスルホン（別名ビニルスルホン） divinyl sulfone (alias: vinyl sulfone)

93 二―ジフェニルアセチル―一・三―インダンジオン 2-(diphenylacetyl)indan-1,3-dione

94 五・五―ジフェニル―二・四―イミダゾリジンジオン 5,5-diphenyl-2,4-imidazolidinedione

95 ジプロピル―四―メチルチオフェニルホスフェイト dipropyl-4-methylthiophenylphosphate

96 ジベンゾ［ａ・ｊ］アクリジン dibenz[a,j]acridine

97
ジベンゾ［ａ・ｈ］アントラセン（別名一・二：五・六―ジベ

ンゾアントラセン）
dibenz[a,h]anthracene (alias: 1,2:5,6-dibenzanthracene)

98

（四―［［四―（ジメチルアミノ）フェニル］（フェニル）メ

チリデン］シクロヘキサ―二・五―ジエン―一―イリデン）

（ジメチル）アンモニウム＝クロリド（別名マラカイトグリー

ン塩酸塩）

(4-{[4-

(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylidene}cyclohexa-2,5-

dien-1-ylidene)(dimethyl)ammonium chloride (alias:

malachite green chloride)

99 Ｎ・Ｎ―ジメチルエチルアミン N,N-dimethylethylamine

100 三・七―ジメチルキサンチン（別名テオブロミン） 3,7-dimethylxanthine (alias: theobromine)

101
Ｎ・Ｎ―ジメチルチオカルバミン酸Ｓ―四―フェノキシブチル

（別名フェノチオカルブ）

S-4-phenoxybutyl N,N-dimethylthiocarbamate (alias:

fenothiocarb)

102 Ｏ・Ｏ ―ジメチル―チオホスホリル＝クロリド O,O-dimethyl thiophosphoryl chloride

103 一・一′―ジメチル―四・四′―ビピリジニウム塩 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium

104

（一Ｒ・三Ｒ）―二・二―ジメチル―三―（二―メチル―一―

プロペニル）シクロプロパンカルボン酸（五―フェニルメチル

―三―フラニル）メチル

(5-(phenylmethyl)-3-furanyl)methyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-

(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate

105 十三酸化八ほう素二ナトリウム四水和物 disodium octaborate tetrahydrate

106 硝酸リチウム lithium nitrate

107 ダイオキシン類 dioxins

108
三―（四―ターシャリ―ブチルフェニル）―二―メチルプロパ

ナール
3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal

109 炭酸リチウム lithium carbonate

110
二―（一・三―チアゾール―四―イル）―一H―ベンゾイミダ

ゾール
2-(1,3-thiazol-4-yl)-1H-benzoimidazole



111
二―チオキソ―三・五―ジメチルテトラヒドロ―二Ｈ―一・

三・五―チアジアジン（別名ダゾメット）

2-thioxo-3,5-dimethyltetrahydro-2H-1,3,5-thiadiazine (alias:

dazomet)

112
チオりん酸Ｏ・Ｏ―ジエチル―Ｏ―（二―ピラジニル）（別名

チオナジン）
O,O-diethyl O-2-pyrazinyl phosphorothioate (alias: thionazin)

113 デキストラン鉄 iron dextran

114 一・二・三・四―テトラクロロベンゼン 1,2,3,4-tetrachlorobenzene

115

二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=

（Ｚ）―三―（二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―

プロペニル）―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシ

ラート（別名テフルトリン）

2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl (Z)-3-(2-chloro-3,3,3-

trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

(alias: tefluthrin)

116 テトラメチル尿素 tetramethylurea

117 テニポシド teniposide

118 テリパラチド teriparatide

119

（一′Ｓ―トランス）―七―クロロ―二′・四・六―トリメト

キシ―六′―メチルスピロ［ベンゾフラン―二（三Ｈ）・一′

―シクロヘキサ―二′―エン］―三・四′―ジオン（別名グリ

セオフルビン）

(1'S-trans)-7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-

methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-cyclohex-2'-ene]-3,4'-dione

(alias: griseofulvin)

120 トリウム＝ビス（エタンジオアート） thorium bis(ethanedioato)

121 トリエチレンチオホスホルアミド（別名チオテパ） triethylenethiophosphoramide (alias: thiotepa)

122 トリクロロアセトアルデヒド（別名クロラール） trichloroacetaldehyde (alias: chloral)

123
二・二・二―トリクロロ―一・一―エタンジオール（別名抱水

クロラール）
2,2,2-trichloro-1,1-ethanediol (alias: chloral hydrate)

124 トリクロロ（フェニル）シラン trichloro(phenyl)silane

125 トリニトロレゾルシン鉛 2,4,6-trinitroresorcinol lead salt

126 トリブチルアミン tributylamine

127 二・四・六―トリメチルアニリン（別名メシジン） 2,4,6-trimethylaniline (alias: mesidine)

128 一・三・七―トリメチルキサンチン（別名カフェイン） 1,3,7-trimethylxanthine (alias: caffeine)

129 一・一・一―トリメチロールプロパントリアクリル酸エステル 1,1,1-trimethylolpropane triacrylate

130
五―［（三・四・五―トリメトキシフェニル）メチル］ピリミ

ジン―二・四―ジアミン
5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine

131 ナトリウム＝二―プロピルペンタノアート sodium 2-propylpentanoate

132 ナフタレン―一・四―ジオン naphthalene-1,4-dione

133 二酢酸ジオキシドウラン（Ⅵ）及びその二水和物 bis(acetato)dioxidouranium and its dihydrate

134 二硝酸ジオキシドウラン（Ⅵ）六水和物 bis(nitrato)dioxidouranium hexahydrate

135 六―ニトロクリセン 6-nitrochrysene

136 Ｎ―ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアンモニウム塩 N-nitrosophenylhydroxylamine ammonium salt

137 一―ニトロピレン 1-nitropyrene

138
一―（四―ニトロフェニル）―三―（三―ピリジルメチル）ウ

レア
1-(4-nitrophenyl)-3-(3-pyridylmethyl)urea

139
二ナトリウム=エタン―一・二―ジイルジカルバモジチオアー

ト
disodium ethane-1,2-diyldicarbamodithioate

140 発煙硫酸 fuming sulfuric acid

141 パラ―エトキシアセトアニリド（別名フェナセチン） p-ethoxyacetanilide (alias: phenacetin)

142
パラ―クロロ―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ

トルエン
p-chloro-α,α,α-trifluorotoluene

143 パラ―クロロトルエン p-chlorotoluene

144 パラ―ターシャリ―ブチル安息香酸 p-tert-butylbenzoic acid

145 パラ―ニトロ安息香酸 p-nitrobenzoic acid

146 パラ―メトキシニトロベンゼン p-methoxynitrobenzene

147 ハロペリドール haloperidol

148 二・二′―ビオキシラン 2,2'-bioxirane

149
四―［四―［ビス（二―クロロエチル）アミノ］フェニル］ブ

タン酸
4-{4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl}butanoic acid

150 Ｎ・Ｎ―ビス（二―クロロエチル）―二―ナフチルアミン N,N-bis(2-chloroethyl)-2-naphthylamine

151 Ｎ・Ｎ′―ビス（二―クロロエチル）―Ｎ―ニトロソ尿素 N,N'-bis(2-chloroethyl)-N-nitrosourea



152 ビス（二―クロロエチル）メチルアミン（別名ＨＮ二） bis(2-chloroethyl)methylamine (alias: HN2)

153 ビス（三・四―ジクロロフェニル）ジアゼン bis(3,4-dichlorophenyl)diazene

154
二・二―ビス（四′―ハイドロキシ―三′・五′―ジブロモ

フェニル）プロパン
2,2-bis(4'-hydroxy-3',5'-dibromophenyl)propane

155
五・八―ビス［二―（二―ヒドロキシエチルアミノ）エチルア

ミノ］―一・四―アントラキノンジオール＝二塩酸塩

5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]-1,4-

anthraquinonediol dihydrochloride

156
三・三―ビス（四―ヒドロキシフェニル）―一・三―ジヒドロ

イソベンゾフラン―一―オン（別名フェノールフタレイン）

3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one

(alias: phenolphthalein)

157
Ｓ・Ｓ―ビス（一―メチルプロピル）＝Ｏ―エチル＝ホスホロ

ジチオアート（別名カズサホス）

S,S-bis(1-methylpropyl)  O-ethyl phosphorodithioate (alias:

cadusafos)

158 ヒドラジンチオカルボヒドラジド hydrazine thiocarbohydrazide

159 二―ヒドロキシアセトニトリル 2-hydroxyacetonitrile

160
三―ヒドロキシ―一・三・五（十）―エストラトリエン―十七

―オン（別名エストロン）
3-hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one (alias: estrone)

161 八―ヒドロキシキノリン（別名八―キノリノール） 8-hydroxyquinoline (alias: 8-quinolinol)

162 Ｎ―（ヒドロキシメチル）アクリルアミド N-(hydroxymethyl)acrylamide

163 四―ビニルピリジン 4-vinylpyridine

164 ピロカルピン pilocarpine

165 フィゾスチグミン（別名エセリン） physostigmine (alias: eserine)

166 フェニルアセトニトリル（別名シアン化ベンジル） phenylacetonitrile (alias: benzyl cyanide)

167
二―（フェニルパラクロルフェニルアセチル）―一・三―イン

ダンジオン
2-(phenyl-p-chlorophenylacetyl)-1,3-indanedione

168 フタル酸ジイソブチル diisobutyl phthalate

169 フタル酸ジシクロヘキシル dicyclohexyl phthalate

170 フタル酸ジヘキシル（直鎖及び分枝） di(branched and linear hexyl) phthalate

171 フタル酸ジペンチル dipentyl phthalate

172 フタル酸ノルマル―ブチル＝ベンジル n-butyl benzyl phthalate

173 ブタン―一・四―ジイル＝ジメタンスルホナート butan-1,4-diyl dimethanesulfonate

174 ブチルイソシアネート butyl isocyanate

175 ブチルリチウム butyllithium

176 弗素エデン閃石 fluoro-edenite

177 五―フルオロウラシル 5-fluorouracil

178 プロパンニトリル（別名プロピオノニトリル） propanenitrile (alias: propiononitrile)

179 二―プロピル吉草酸 2-propylvaleric acid

180
Ｎ・Ｎ′―プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛の重

合物（別名プロピネブ）

polymer of N,N'-propylenebis(dithiocarbamic acid)and zinc

(alias: propineb)

181 ブロムアセトン bromoacetone

182 ブロモジクロロ酢酸 bromo(dichloro)acetic acid

183 ヘキサブロモシクロドデカン hexabromocyclododecane

184
ヘキサメチルパラローズアニリンクロリド（別名クリスタルバ

イオレット）
hexamethylpararosaniline chloride (alias: crystal violet)

185 ペルフルオロ（オクタン―一―スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ） perfluoro(octane-1-sulfonic acid) (alias: PFOS)

186 ペルフルオロノナン酸 perfluorononanoic acid

187 ペンタカルボニル鉄 iron pentacarbonyl

188 ほう酸アンモニウム ammonium borate

189
ポリ［グアニジン―Ｎ・Ｎ′―ジイルヘキサン―一・六―ジイ

ルイミノ（イミノメチレン）］塩酸塩

poly[guanidine-N-N'-diylhexane-1,6-

diylimino(iminomethylene)] hydrochloride

190 メタクリル酸二―イソシアナトエチル 2-isocyanatoethyl methacrylate

191 メタクリル酸二・三―エポキシプロピル 2,3-epoxypropyl methacrylate

192 メタクリル酸クロリド methacryloyl chloride

193 メタクリル酸二―（ジエチルアミノ）エチル 2-(diethylamino)ethyl methacrylate

194 メタバナジン酸アンモニウム ammonium metavanadate

195 メタンスルホニル＝クロリド methanesulfonyl chloride

196 メタンスルホニル＝フルオリド methanesulfonyl fluoride



197 メチル＝イソチオシアネート methyl isothiocyanate

198 メチルイソプロペニルケトン methyl isopropenyl ketone

199 メチル＝カルボノクロリダート methyl carbonochloridate

200

メチル＝三―クロロ―五―（四・六―ジメトキシ―二―ピリミ

ジニルカルバモイルスルファモイル）―一―メチルピラゾール

―四―カルボキシラート（別名ハロスルフロンメチル）

methyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxy-2-

pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-

carboxylate (alias: halosulfuron-methyl)

201 Ｎ―メチルジチオカルバミン酸（別名カーバム） N-methyldithiocarbamic acid (alias: carbam)

202

メチル―Ｎ′・Ｎ′―ジメチル―Ｎ―［（メチルカルバモイ

ル）オキシ］―一―チオオキサムイミデート（別名オキサミ

ル）

methyl-N',N'-dimethyl-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-1-

thiooxamimidate (alias: oxamyl)

203 N―メチル―N―ニトロソ尿素 N-methyl-N-nitrosourea

204 N―メチル―N′―ニトロ―N―ニトロソグアニジン N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine

205
三―（一―メチル―二―ピロリジニル）ピリジン硫酸塩（別名

ニコチン硫酸塩）

3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine sulphate (alias: nicotine

sulphate)

206
三―メチル―一―（プロパン―二―イル）―一Ｈ―ピラゾール

―五―イル＝ジメチルカルバマート

3-methyl-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl

dimethylcarbamate

207
メチル―（四―ブロム―二・五―ジクロルフェニル）―チオノ

ベンゼンホスホネイト

methyl-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl)-

thionobenzenephosphonate

208
メチル＝ベンゾイミダゾール―二―イルカルバマート（別名カ

ルベンダジム）
methyl benzimidazole-2-yl-carbamate (alias: carbendazim)

209 メチルホスホン酸ジクロリド methylphosphonoyl dichloride

210 メチルホスホン酸ジメチル dimethyl methylphosphonate

211 Ｎ―メチルホルムアミド N-methylformamide

212
二―メチル―一―［四―（メチルチオ）フェニル］―二―モル

ホリノ―一―プロパノン

2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholino-1-

propanone

213 七―メチル―三―メチレン―一・六―オクタジエン 7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene

214 四・四′―メチレンビス（Ｎ・Ｎ―ジメチルアニリン） 4,4'-methylene bis(N,N'-dimethylaniline)

215 メチレンビスチオシアネート methylene bisthiocyanate

216 四・四′―メチレンビス（二―メチルシクロヘキサンアミン） 4,4'-methylenebis(2-methylcyclohexanamine)

217 メトキシ酢酸 methoxyacetic acid

218
四―メトキシ―七Ｈ―フロ［三・二―ｇ］［一］ベンゾピラン

―七―オン
4-methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one

219
九―メトキシ―七Ｈ―フロ［三・二―ｇ］［一］ベンゾピラン

―七―オン
9-methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one

220 四―メトキシベンゼン―一・三―ジアミン硫酸塩 4-methoxybenzene-1,3-diamine monosulfate

221 六―メルカプトプリン 6-mercaptopurine

222 二―メルカプトベンゾチアゾール 2-mercaptobenzothiazole

223 メルファラン melphalan

224 モノフルオール酢酸 monofluoroacetic acid

225 モノフルオール酢酸アミド monofluoroacetamide

226 モノフルオール酢酸パラブロムアニリド monofluoroaceto-p-bromoanilide

227

四ナトリウム＝六・六′―［（三・三′―ジメトキシ［一・

一′―ビフェニル］―四・四′―ジイル）ビス（ジアゼニ

ル）］ビス（四―アミノ―五―ヒドロキシナフタレン―一・三

―ジスルホナート）

tetrasodium 6,6'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-

diyl)bis(diazenyl)]bis(4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,3-

disulfonate)

228

四ナトリウム＝六・六′―［（［一・一′―ビフェニル］―

四・四′―ジイル）ビス（ジアゼニル）］ビス（四―アミノ―

五―ヒドロキシナフタレン―二・七―ジスルホナート）

tetrasodium 6,6'-[([1,1'-biphenyl]-4,4'-

diyl)bis(diazenyl)]bis(4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-

disulfonate)

229 ラクトニトリル（別名アセトアルデヒドシアンヒドリン） lactonitrile (alias: acetaldehydecyanohydrin)

230 ラサロシド lasalocid

231 リチウム＝ビス（トリフルオロメタンスルホン）イミド lithium bis(trifluoromethanesulfon)imide

232 硫化カリウム dipotassium sulphide

233 りん酸トリス（二―クロロエチル） tris(2-chloroethyl) phosphate

234 りん酸トリス（ジメチルフェニル） tris(dimethylphenyl) phosphate



235 りん酸トリトリル tritolyl phosphate

236 りん酸トリメチル trimethyl phosphate


