
基安化発第0512002号  

平成17年5月12日  

各都道府県労働局労働基準部  

労働衛生主務課長 殿  

厚生労働省労働基準局  

安全衛生部化学物質対策課長  

変異原性が認められた化学物質に関する情報について   

標記については、平成17年5月12日付け基発第0512003号「変異原性が認められ  

た化学物質の取扱いについて」により厚生労働省労働基準局長から通知されたと  

ころであるが、当該化学物質に関する下記の資料を送付するので、業務の参考と  

されたい。   

おらて、関係事業者団体の長あて、別添のとおり送付したので了知されたい。  

記  

別紙 変異原性が認められた届出物質に関する情報一覧   



別紙 変異原性が認められた届出物質に関する情報一覧  

名称公表  名称公表年月日  常温における  
番号   名  称  構 造 式  

性状   
用途   

通し番号  名称公表告示番号  

アクリル酸と4，4－－ビス（2，3－エポキシプロポ  固体   紫外線硬化  

キシ）オキシジフェニルとのアクリル酸＝3－（4－  一′・‡－l・ ・．  榊  
厚生労働省告示第134号  

樹脂   

［4－（2，3－エポキシプロポキシ）フェニルオキ  

シ〕フユニルオキシ）－2－ヒドロキシプロピルを主  

成分とする反応生成物   

アセト酢酸＝4－ニトロベンジル   11965  平成16年6月25日  淡黄色結晶  抗生物質原  

料   
2  厚生労働省告示第253号  朝一0 00  

5－アミノー1，2，4－トリアゾールー3－カルポ   12180  平成16年9月27日  】－1卵シー一丁ト1．むl脚ト・㈹▲，qJr  l乙ケ抑仙轟摘   白色固体   色素中間体  

3  ン酸のジアゾ化反応生成物  厚生労働省告示第350号  …。．蕗㌫q◎ ll。泌・  
ゴぺ∫職トlユ小相打加・腫陵墓づ∝ト！ユ｛・抑げ小心朝木棚  

II ‡l  

t－こ。。英缶用 …。笈計騨   
．・呼   

3－アミノー2－（フルオロメトキシイミノ）－3－イミ  淡褐色粉末  医薬品原料  

4  ノブロバンニトリル＝酢酸塩   
厚生労働省告示第350号   

HN CN   
CH3COOH   中鱒体  

HユN  N－OCH2F  



名称公表  名称公表年月日  常温における一  
番号   名  称  通し番号  名称公表告示番号   構 造 式  用途   

状  

4－アミノー3－メチルフェノールとトクロロー2，3－エポ  12579  平成17年3月25日   
主成分   

低粘性褐色  電子工業材  

5  
キシプロパンとのN，【－ビス（2，3－エポキシプロピ  液体   料用原料   

ル）－4－（2，3－エポキシプロポキシト2－メチルアニリ  
厚生労働省告示第113号   

ンを主成分とする反応生成物  読0骨」震  

4－イソプチルベンゼンスルホニル＝クロリド   11723  平成16年3月26日  無色液体   写真感光材  

6  厚生労働省告示第134号   

0日王Gトi（榊よ〉之 ；l 蓋 

料中間体   

ozcl  

4，4’－オキシジフェノールと1－クロロー2，3－  11992  平成16年6月25日   淡黄色固体  成形材料、イ 

7  エポキシプロパンの反応生成物  ㌔⑤。⑤㍉  ンキ用材料   
厚生労働省告示第253号  

2－クロロカルポニルピラジニウム＝タロリド   乳褐色固体■  感光材料用  

8  中間体   

Cl  

11318  平成15年9月26日 厚生労働省告示第315号  ∈≡・ C10  

3－クロロフよニルオキシラン   11518  平成15年12月26日  淡黄色透明  

9  厚生労働省告示第462号   
液体   体  

、、。暮  



番号   名称公表  名称公表年月日  常温における・  
名  称  名称公表告示番号   構 造 式  由途   

通し番号  状  

6－クロロメチルー11月」ジベンゾ［占，e］アゼピ  12210  平成16年9月27日   H2C－C蔓   褐色粉末   医薬品中間  

10  
ン  

厚生労働省告示第350号  
体   

グ瓢 
モ亡・．、 

祈ぺ 
ノづプ  

酢酸＝3－［2，6－ジクロロー4－（3，3－ジクロ   11759  平成16年3月26日   白色結晶   農薬中間体  

ロアリルオキシ）フエノキシ〕プロピル  原料   

ーも八／軋旨「定常0＼が㌢′Cl          厚生労働省告示第134号  

N＿  

∧仁一［4－シアノー3－（トリプルオロメチル）フェニ  12021  平成16年6月25日   白色固体   医薬品中間  

12  ル〕－2－メチルオキシランー2－カルポキサミド  厚生労働省告示第253号  

…－冒漣  
体   

N。  

¢F3  

卜（ジェトキシメチル）シクロプロパンカルパルデヒ  12026  平成16年6月25日   無色液体   医薬品中間  

13  ド  厚生労働省告示第253号   体   

H            ・0， ・C冒－0；：H2PH3 朋  
OCH全CH3 

3－［2，6－ジクロロー4－（3，3－ジタロロアリル  白色結晶   農薬中間体  

14  オキシ）フエノキシ］プロパンー1－オール   
厚生労働省告示第253号   

HO／琶し呂r望葦／0＼旨ヤー  



名称公表  名称公表年月日  常温における一l  

番号   名  称  名称公表告示番号   
構 造 式  途   

通し番号  状   

2－［（ジフェニルメチリデン）アミノコ酢酸メチル   白色粉末   医薬品原料   

15  12639  平成17年3月25日 厚生労働省．告示第113号  ；篭グN、人 
目3  

硝酸＝2－（∧トニトロプチルアミノ）エチル   11565  平成15年12月26日  0ニ  黄色液体   可塑剤   

16  厚生労働省告示第462号  
H3CH2CHzCH2C－N－CH2CH2－0－NO2  

テトラキス（クE＝コメタン酸）＝メタンテトラキス［メチレンオキシ  12237  平成16年9月27日  主成分   
微黄色液体  重合開始剤   

17  
（1－メチルエチレン）オキシ（1－メチルエチレン）］とどer亡－プ  

チルヒドロペルオキシドとのテトラキス［5－（とerf－プチルベル  厚生労働省告示第350号  

オキシカルポニルオキシ）－2，5－ジメチルー3－オキサペン  

チルオキシ〕メタンを主成分とする反応生成物  

2，3，3，3一テトラフルオロー2一（へブタフルオロブロボ■  12457  平成16年12月27日  F3 CFJ 無色透明液  樹碑原料中  

18  
キシ）プロパン酸＝ペルフルオーロ（2－メチルプロピ  CF3CF2CF2－0－CFC－O－CF2CFCF3  間体 

0  

1－（4－ニトロフェニル）シクロペンタンー1－カ   11829  平成16年3月26日   微黄色又は  動物用医薬  

19  ルポン酸  厚生労働省告示第134号  

－；打0“  

淡黄色粉末  品中間体  

。2N  



名称公表  名称公表年月日  常温における′l  

番号   名  称  名称公表告示番号   構 造 式  用途   
通し番号  状  

1，1’－ビス（2，4－ジニトロフユニ／レト4，4’－ビビリジン  12664  平成17年3月25日  黄色粉末   光学材料   

－1，1」ジイウム＝ジクロリド  
20  

厚生労働省告示第113号  

ビス［2，3，3，3－テトラフルオロー2－（トリプル   11836  平成16年3月26日  戸ユ  F3   無色透明液  樹月旨原料中  

21  オロメチル）プロパン酸］主ペルフルオロブタンー  
C㌔CF－C－0－CFヱPF2CF2CF2－0－C－CFCF3  

厚生労働省告示第134号   ll  

‡Ⅰ   体   間体  
1，4－ジイル  

1，1しビス（6－ヒドロキシビフェニルー3－イルト4，4’－   12668  平成17年3月25日   赤褐色粉末  光学材料中  
ビピソジンー1，1’－ジイウム＝ジクロリド  

22  厚生労働省告示第113号  間体   

料  

2－（フルオロメトキシイミノ）プロパンー1，3－ジ   12113  平成16年6月25日   無色透明液  医薬品原料  

23  ニトリル  
厚生労働省告示第253号   NC            ＼ 体   

C＝N ／、＼  
NC  OCH2F  

ペルフ／レオロ（2－メチルプロパノイル）＝フルオ  11884  平成16年3月26日   CF3 無色透明気  樹脂原料中  
リド  

24  厚生労働省告示第134号  
体   間体  

CF3CF叫C閣F  

‡Ⅰ   

Q 



名称公表  名称公表年月日  常温におけるヰ  
番号   名  称  構 造 式  用途   

通し番号  名称公表告示番号  状  

4一メチルー1，3，2－ジオキサチオランー2，2－ジオキシ  12528  平成16年12月27日   淡黄色液体  電解液用添  

25  ド  厚生労働省告示第454号  
加剤   

；米： ト（ 
H3  

1－メチルー7－ニトロー1，2，3，4－テトラヒドロキノリン   12535  平成16年12月27日  橙色から濃  

26  厚隼労働省告示第454号   

；lN  
茶褐色粉末   

。2N  

‡   
CH3  

トメチルー7－ニトロー1，2，3，4－テトラヒドロキノリン製  12536  平成16年12月27日  黒色油状固  

27  造時のろ液  厚生労働省告示第454号   
体   製造時の  

8l…娩呵 
。一 ろ液  



別添  

基安化発第0512001号  

平成17年5月12日  

社団法人日本化学工業協会会長  

社団法人日本化学工業晶輸入協会会長  

化成品工業協会会長  

農薬工業会会長  

日本製薬団体連合会会長  

殿   

厚生労働省労働基準局  

安全衛生部化学物質対策課長  

変異原性が認められた化学物質に関する情報について   

標記については、平成17年5月12日付け基発第0512002号「変異原性が認めら  

れた化学物質の取扱いについて」により厚生労働省労働基準局長から通知した  

ところですが、当該化学物質に関する下記の資料を送付いたしますので、貴会  

傘下会員への周知の参考としてさ活用いただければ幸甚に存じます。  

記  

別紙 変異原性が認められた届出物質に関する情報一覧  

（別紙 略）   


