
毒物及び劇物の概要と
最近の動向について

令和４年度毒物劇物研修会

山梨県 福祉保健部 衛生薬務課



１．毒物及び劇物取締法について

２．毒物劇物営業者等への立入検査状況に
ついて

３．全国の毒物劇物盗難・紛失事故情報

本日の内容



１．毒物及び劇物取締法について

２．毒物劇物営業者等への立入検査状況に
ついて

３．全国の毒物劇物盗難・紛失事故情報

本日の内容



毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必
要な取締を行うことを目的とする。

「保健衛生上の見地」とは
公衆衛生の向上及び増進の立場
毒物劇物の漏洩などの防止

→人体への健康被害の防止

毒物及び劇物取締法の目的



毒物及び劇物取締法の体系

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法施行令、毒物及び劇物指定令

毒物及び劇物取締法施行規則

通知など



□ 毒 物：法別表第１及び指定令第１条に掲げる物

□ 劇 物：法別表第２及び指定令第２条に掲げる物

□ 特定毒物：法別表第３及び指定令第３条に掲げる物

□ いずれも医薬品及び医薬部外品を除く

毒物又は劇物とは？



製造業者（登録が必要）
輸入業者（登録が必要）
販売業者（登録が必要）

特定毒物研究者（許可が必要）
特定毒物使用者（指定が必要）

業務上取扱者（要届出）（めっき業、しろあり防除業等）

業務上取扱者（届出を要さない）（学校、工場、農業等）
⇒農薬や、研究に使われる試薬等で、毒劇物に該
当するものを扱う場合、適用対象となる。

毒物劇物取締法の適用対象



届出対象外であっても、毒物及び劇物取締法第15条の2
（廃棄）及び法第16条（運搬等についての技術上の基
準）は、全ての人が守らなければなりません。

また、毒物及び劇物取締法第22条第5項により、届出を
要しない全ての業務上取扱者は、上記に加え法第11条
（毒物又は劇物の取扱）、法第12条第1項及び第3項
（毒物又は劇物の表示）、法第17条（事故の際の措
置）並びに法第18条（立入検査等）を守らなければな
りません。

毒物劇物取締法の適用対象



□ 貯蔵設備は、毒物劇物専用でかぎのかかる頑丈なも
のとし、施錠すること

□ 目の行き届く場所に保管すること

□ 保管場所には毒物・劇物があることを表示すること

□ 毒物劇物の受払簿を作成し、日常的に使用量及び在
庫量を確認すること

盗難・紛失防止措置（法第11条）



□ 貯蔵設備は、毒物劇物の性質に応じた材質や構造と
すること

□ 固体以外の毒物劇物を貯蔵するタンクについては、
毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準を遵守
すること

□ 貯蔵設備及び設備内の毒物劇物について、転倒防止
等の震災対策を行うこと

□ 貯蔵設備の保守点検を定期的に行うこと

漏えい、流出等の防止（法第11条）



□ 誤飲を防ぐために、毒物劇物の容器に飲食物の容器
を使用しないこと

毒物劇物の容器（法第11条）



□ 容器及び被包の表示
 「毒物」、「医薬用外」の文字 (「毒物」の文字

は赤地に白文字で表示する。)
 「劇物」、「医薬用外」の文字 (「劇物」の文字

は白地に赤文字で表示する。)
 使用の際に小分けした毒物劇物の容器及び被包に

も表示すること
□ 貯蔵設備の表示

 「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の文字を見
やすく表示すること

容器及び被包、貯蔵設備の表示（法第12条）



□ 政令で定める技術上の基準及び毒物及び劇物の廃棄
の方法に関する基準に従うこと

□ 毒物及び劇物取締法だけではなく、その他の法令
（大気汚染防止法、水質汚濁防止法、下水道法、廃棄
物の処理及び清掃に関する法律等）で規定する基準に
も従うこと

□ 自己処理ができない場合は、許可を受けた産業廃棄
物処理業者に委託すること

毒物劇物の廃棄（法第15条の2）



□ 毒物劇物が飛散、漏洩等した場合において、不特定
多数に保健衛生上の危害が発生するおそれがある時
には、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出
ること。

□ 同時に、保健衛生上の危害防止のための必要な応急
措置を講じなければならない。

□ 毒物劇物が盗難にあい、又は紛失したときは直ちに
警察署に届け出ること

事故の際の措置（法第17条）



□ 他の毒物劇物営業者に販売又は授与する時には、次に掲げる
事項を書面に記載しておく。
１．毒物又は劇物の名称及び数量
２．販売又は授与の年月日
３．譲受人の氏名、職業、住所

□ 営業者以外の者に販売又は授与する時には、上記事項を記載し、
譲受人が押印した書面の提出を受けなければ、販売又は授与し
てはならない。

□ 保存期間は、販売又は授与の日から５年間。

※ 次に掲げる者に毒物劇物を交付してはならない。
・18歳未満の者
・心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の
措置を適正に行うことができない者

・麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者

毒物劇物の譲渡手続き



毒物劇物の危害は、毒物劇物営業者等の事業所によって取
扱う種類や態様、作業手順、異常事態の内容などあらゆる点
で異なります。各事業所がその実情に応じた危害防止対策を
自主的な規範にまとめた「毒物劇物危害防止規定」を作成し
ましょう。

毒物劇物危害防止規定



記載内容

1. 毒劇物の貯蔵又は取扱い作業を行う者、その設備等の点検
を行う者、事故時における関係機関への通報及び応急措置
を行う者の職務及び組織に関する事項

2. 毒劇物の貯蔵又は取扱いに係る作業の方法に関する事項
3. 毒劇物の貯蔵及び取扱いに係る設備の点検に関する事項
4. 毒劇物の貯蔵及び取扱いに係る設備等の整備又は補修に関

する事項
5. 事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関す

る事項
6. 毒劇物の貯蔵及び取扱いの作業を行う者及びその設備の保

守を行う者、事故時の応急措置を行う者の教育及び訓練に
関する事項

7. その他、保健衛生上の危害を防止するために遵守しなけれ
ばならない事項

毒物劇物危害防止規定



１．毒物及び劇物取締法について

２．毒物劇物営業者等への立入検査状況に
ついて

３．全国の毒物劇物盗難・紛失事故情報

本日の内容



□ 毒物劇物を専用の貯蔵設備ではない場所に
陳列していた

□ 貯蔵場所に規定の表示がなかった

□ 登録品目以外の毒物劇物を販売していた

□ 譲受書に押印がなかった

毒物劇物営業者等への立入検査状況について

■本県の過去３年間の指導内容



１．毒物及び劇物取締法について

２．毒物劇物営業者等への立入検査状況に
ついて
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本日の内容



令和２年度全国の毒劇物の盗難・紛失事故情報
毒物又
は劇物

毒物又は劇物の名称 事件の概要 事件発生事業所等
の登録等の状況

事件の原因
（推定含む）

被害状況

毒物 シアン化金カリウム

事業所内の保管庫からシア
ン化金カリウム225gが従業
員により盗取された
後日、窃盗容疑で逮捕者あ
り。

業務上取扱者
（めっき）

保管管理の不備。 特になし

劇物
塩素酸ナトリウム

（50％）

農業用品目販売業者から劇
物含有 の除草剤を購入後、
トラックの荷台に乗せて付
近のドラッグストアに寄っ
た。用を済ませてトラック
に戻ったと ころ、当該除
草剤の盗難に気づいた。

業務上取扱者
（届出不要）

盗難防止措置がとられ
ていなかったため。

特になし

毒物 チオセミカルバジド

研究所内で定期的な薬品在
庫の重量確認をした際、チ
オセミカルバジド の量が
前回確認した量より1.09ｇ
減っていることが判明した。

業務上取扱者
（届出不要）

薬品を持ち出すための
鍵 が自由に持ち出せる
状態であり、管理が不
十分であった。

特になし

劇物
塩素酸ナトリウム

（60%）

棚卸の際、塩素酸ナトリウ
ムが帳簿に対し、1キログ
ラムのクロレートSL（含塩
素酸Na60%）が1袋不足が発
覚。販売先に照会するが、
誤配送はないとの回答で
あったが、11/13に販売先
より連絡があり、1袋多い
納入を受けていたと報告が
あり、発見された。

販売業
（農業）

出庫時、検品時の確認
ミス。

特になし



毒物又
は劇物

毒物又は劇物の名称 事件の概要 事件発生事業所等
の登録等の状況

事件の原因
（推定含む）

被害状況

劇物
無水クロム酸
（61％）

業務用に使用する無水クロ
ム酸61％を含有する製剤
（約50ｍL）を業務所内に
て紛失した

業務上取扱者
（届出不要）

当該劇物の管理簿に関
して、不適切な運用を
していたため、所在不
明となった。

特になし

劇物 硫酸（50％）

事業所の実験室内において、
自ら使用するため保管中の
硫酸（500mL×2本）を紛失
した。

販売業
（一般）

保管庫の鍵管理が不十
分。持ち出し者等を特
定できず。

特になし

毒物
フッ化水素酸
（0.2%）

フッ化水素酸を含有するけ
い素標準液100ml1本を入庫
し、冷蔵庫に保管した。５
日後の出庫時に製品が見
つからず紛失したことが判
明した。

販売業
（一般）

要冷品のため、普通物
と一緒の冷蔵倉庫に保
管しており、複数名に
よる入出庫確認が不十
分であったため。

特になし

毒物
カコジル酸（2.76％
(200mM)、9.6mL）

出庫のため事業所内の毒劇
保管庫から取り出した後、
納品日延期となったため、
一般品と同じ保管庫に保管
した。その後、所在不明と
なった。

販売業
（一般）

毒劇の保管庫内で保管
せず、一般品と保管し
ていたため。

特になし

劇物
アンチモン化合物
（１％未満）

発送された劇物を倉庫に搬
入した後、１箱（シリンジ
0.22Kg、シリンジ12本を１
箱に梱包）紛失しているこ
とが発覚した。調査の結果、
運送業者の運転手が荷下ろ
し忘れを隠蔽するため自宅
に持ち帰っていたことが判
明した。

業務上取扱者
（届出不要）

荷受け、荷下ろしの際
の確認不足。

特になし



ご不明な点は各窓口へご相談ください

□ 山梨県衛生薬務課 055-223-1491
□ 中北保健所 0551-23-3071
□ 峡東保健所 0553-20-2751
□ 峡南保健所 0556-22-8151
□ 富士・東部保健所 0555-24-9033

甲府市内の事業者（製造・輸入業者以外）は

□ 甲府市保健所 055-237-2550

お問い合わせ窓口お問い合わせ窓口

ご清聴いただきありがとうございました


