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本書の使い方

　本書は、各都道府県が毎年１回実施している毒物劇物取扱者試験のうち、西日本

の５地域で実施されたものの内容を、ジャンル別にまとめたものです。

　収録している地域及び試験の内容は次のとおりです。

大阪府 愛知県 兵庫県 広島県 九州
平成29年度 ○ ○ ○ ○ ○
平成30年度 ○ ○ ○ ○ ○

　合計10回分の試験問題を収録しています。ただし、第３章については多くの毒

物劇物の出題パターンについて学習してもらうため、平成28年度に出題された問題

も一部、収録しています。収録問題数は合計477問となります。

　問題の最後に［大阪H30］と表示してある場合、大阪府における平成30年度の

問題であることを表しています。

　試験問題の構成パターンは、各都道府県により主に次の２通りに分類されます。

タイプⅠ タイプⅡ
１．毒物及び劇物に関する法規 １．毒物及び劇物に関する法規
２．基礎化学 ２．基礎化学
３�．毒物及び劇物の性質及び貯蔵その
他の取扱い方法

３．実地

４．実地 －

　本書は、第１章を「毒物及び劇物に関する法規」、第２章を「基礎化学」とし、

そして第３章を「実地（性質・貯蔵・取扱方法等）」としました。タイプⅠの場合、

３と４をまとめて第３章に収録しています。

　本書は、各章ごとに更に細かく項目を分け、テキスト⇒過去問題の順に掲載して

います。このため、該当項目を集中的に勉強することができ、繰り返し問題を解く

ことで内容を覚えやすくなっています。ある程度覚えることができたら、次の新し

い項目に進んで、と同じことの繰り返しになります。

　また、第３章については暗記が必須であるため、「キーワードによる暗記一覧」

を追加しています。キーワードを暗記することで、効率良く問題を解くことができ

ます。
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2

　過去問題の左端に付いている  は、正しく答えることができたかどうかのチェ

ックマークとして、活用してください。

　試験問題は、各都道府県ごとに傾向や特色があります。弊社ではHP上に都道府

県ごとの過去問題を掲載しています。利用される際は、次に示すIDとパスワード

が必要です。パスワードの有効期限は次年度版が発刊されるまでとします。

ID
パスワード

　本書の内容についてのお問い合わせは、フリーダイヤルのヘルプデスク（裏表

紙参照）をご利用ください。また、万が一、本書の内容に訂正等が生じた場合は、

HP上でご案内します。お手数ですが、HPでご確認いただくか、ヘルプデスクをご

活用ください。

　より多くの問題にチャレンジしたい方は、本書と併せて弊社発行の「毒物劇物取

扱者試験」東日本編（定価2,800円）もご活用ください。

◎ホームページアドレス

http://www.kouronpub.com（または"公論出版"で検索）

2019年４月　毒物劇物取扱者試験　編集部

● 法令の表しかた　●

　法令では、定めてある箇所を表すのに「条」「項」「号」を用いる。
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15  毒物劇物の 譲渡手続き
● 毒物又は劇物の譲渡手続［取締法第14条］
１	．毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者

に販売し、又は授与❶したときは、その都度、次に掲げる

事項を書面（帳簿）に記載しておかなければならない❷。

　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、職業及び住所（法人にあっては、その名

称及び主たる事務所の所在地）

毒物
劇物

販売
記録

●年
●月
●日
～

日付名称 数量 氏名 職業
住所

２	．毒物劇物営業者は、譲受人から第１項各号に掲げる事項

を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書
面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者

以外の者に販売し、又は授与してはならない。

　◎ 省令で定めるところにより作成する書面は、譲受人が押印
した書面とする❸。

▼譲
ゆずりうけ

受書の例１

譲受書

毒物又は劇物の名称及び数量

販売又は授与の年月日　　　　　　　　
○譲受人の氏名、職業及び住所　　　　　印

（法人にあっては、その名称
　及び主たる事務所の所在地）

３	．第２項の毒物劇物営業者は、書面の提出に代えて、当該

譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法により提供を受けることができる。この場

合において、毒物劇物営業者は、当該書面の提出を受けた

ものとみなす。

❶授
じゅ

与
よ

…物をさずけ
与えること。

❷毒物劇物を他の毒
物劇物営業者に販売
したときは、その内
容を帳簿に記載し、
５年間保存する。

❸毒物劇物を一般の
人に販売するときは、
その内容を記載し押
印した譲受書を提出
してもらう。譲受書
は５年間保存する。

▲譲受書への押印
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４	．毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から５年間、第１

項及び第２項の書面を保存しなければならない。

▼譲受書の例２

●　過去問題　●

【１】次の記述は、法第14条に基づく毒物又は劇物の譲渡手続きに関するものであ

るが、Ａ～Ｂにあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

［愛知H30］

　 　毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与し

たときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載し、その販売又は授与の日か

ら（Ａ）保存しなければならない。

　一 　毒物又は劇物の名称及び数量

　二 　販売又は授与の年月日

　三 　譲受人の氏名、（Ｂ）及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務

所の所在地）

　　　　　Ａ Ｂ

　１．３年間　　　電話番号

　　２．３年間　　　職業

　　３．５年間　　　電話番号

　　４．５年間　　　職業
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【２】以下の記述は、法律第14条第１項の条文である。（　）の中に入れるべき字

句の正しい組み合わせを１～４から一つ選びなさい。［九州H30］

　 　毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与し

たときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。

　一　毒物又は劇物の（Ａ）及び数量

　二　販売又は授与の（Ｂ）

　三 　譲受人の氏名、（Ｃ）及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務

所の所在地）

 Ａ Ｂ Ｃ

　１．名称　　　目的　　　　年齢

　　２．名称　　　年月日　　　職業

　　３．種類　　　目的　　　　職業

　　４．種類　　　年月日　　　年齢

【３】毒物及び劇物取締法及びこれに基づく法令の規定に照らし、次のＡ～Ｃの「毒

物劇物営業者が、毒物劇物営業者以外の者に毒物又は劇物を販売又は授与する場

合、譲受人から提出を受けなければならない書面」に関する記述の正誤について、

正しい組み合わせを１～５から一つ選びなさい。［大阪H30］

　Ａ ．毒物又は劇物の名称及び数量、販売又は授与の年月日が記載されていなけれ

ばならない。

　Ｂ．譲受人の氏名、年齢、電話番号が記載されていなければならない。

　Ｃ ．毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から５年間、当該書面を保存しなけれ

ばならない。

　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ

　１．正　　　誤　　　正

　　２．正　　　誤　　　誤

　　３．誤　　　誤　　　正

　　４．正　　　正　　　正

　　５．誤　　　正　　　誤
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▼ ▼正解＆解説 ……………………………………………………………………………………
【１】正解…４
【２】正解…２
【３】正解…１
〔解説〕Ｂ ．譲受人の氏名、職業及び住所が記載されていなければならない。年齢、電

話番号は記載事項に含まれない。
【４】正解…１
〔解説〕Ｂ ．書面には譲受人の氏名、職業及び住所が記載されていなければならない。

譲受人の年齢は記載事項に含まれない。
　　　　Ｄ ．「販売した日から２年間」⇒「販売した日から５年間」。
【５】正解…４
〔解説〕Ｃ ．「販売の日から３年間」⇒「販売の日から５年間」。
【６】正解…３
【７】正解…１
【８】正解…１
【９】正解…３
〔解説〕Ａ．毒物劇物の含量は記載事項に含まれない。
　　　　Ｄ ．電子情報処理組織を使用する方法で当該書面に記載すべき事項の提供を受

ける場合は、譲受人の承諾を得る必要がある。
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１  物質の性質と分離
●  混合物と 純物質
　空気は、窒素や酸素の他に、アルゴンや二酸化炭素などの

物質を含んでいる。また、海水は水の他に、塩化ナトリウム

や塩化マグネシウムなどを含み、石油は、各種炭化水素が混

ざり合っている。物質のほとんどは、何種類かの物質が混ざ

り合ってできている。空気や海水、石油のように二種類以上

の物質が混ざり合ったものを混合物という。これに対し、窒

素、酸素、水、塩化ナトリウムのように、ただ一種類の物質

からなるものを純物質という。

●  混合物の 分離と 精製
　混合物から、純物質を取り出すことを分離という。また、

分離により取り出した物質から不純物を取り除き、より純度

の高い純物質を得るための操作を精製という。混合物を分

離・精製する方法として、次のものがある。

［	ろ過］
　汚い水に含まれている泥などを取り除く場合に、ろ紙を通

して混在する固体粒子を分離する操作をろ過という。

［	蒸留・	分留］
　海水を沸騰させると蒸発し、その蒸気を冷やすと純粋な水

が得られる。このように液体を沸騰させ、その蒸気を冷やし

て液体に分離する操作を蒸留という。

　また、二種類以上の混合物から沸点の差を利用して、蒸留

により各成分に分離する操作を分留という。原油は、分留に

より石油ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油などの製品にし

ている。

［	再結晶］
　固体の物質に不純物が混ざっているとき、その混合物を適

当な溶媒❶に溶かし、これを徐々に冷却すると溶けきれなく

なった物質が再び結晶となって現れる。これを 析出という。

このとき不純物は溶液中に溶けたまま残る。

▲空気の組成

混合物の例として食
塩水がある。

▲石油の精製

❶溶媒…溶液の成分
のうち、他の成分を
溶かしている液体物
質。普通は最も多量
に存在する液体物質。
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　温度による溶解度の違いを利用して、固体の物質中の不純

物を除く操作を再結晶という。

［	抽出］
　液体または固体の混合物に特定の溶媒を加え、目的の成分

だけを溶かし出して分離する操作を抽出という。

　抽出によって得られる溶剤を主とする液を抽出液といい、

目的とする物質が溶質として多く含まれることになる。コー

ヒーやお茶、鰹節のだしなどは、抽出を利用している。

●  物質の三態
　あらゆる物質は、温度と圧力に応じて固体、液体、気体の

いずれかの状態をとる。この３つの状態を物質の三態という。

　物質の状態は、温度と圧力を変化させると、三態間で変化

する。この変化を状態変化といい、次のとおりとなる。

◎ 融解…固体から液体への変化 ◎ 凝縮…気体から液体への変化

◎ 凝固…液体から固体への変化 ◎ 昇華… 固体から気体への変化、あるいは

◎ 蒸発…液体から気体への変化 　　　　気体から固体への変化

固体（氷） 液体（水）

気体
（水蒸気）

昇華 凝縮

昇華 蒸発

融解

凝固

は加熱、 は冷却

▲水の状態変化

▲ドリップコーヒー
熱水による抽出と、
ろ過を同時に行う。
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［物理変化と化学変化］
　氷⇔水（液体）⇔水蒸気のように、物質そのものは変化せ

ず、物質の状態だけが変わる変化を物理変化という。

　これに対し、水素が酸素と反応して水が生じるように、あ

る物質から別の物質が生じる変化を化学変化、あるいは化学
反応という。

●  絶対温度
　 セルシウス温度（セ氏温度）は、１気圧のもとで、水の凝

固点（０℃）と沸点（100℃）の間を100等分して、１℃の

温度差を定めた温度である。

　一方、絶対温度は－273℃を絶対零度とし、この温度を基

点にした温度目盛である。単位は ケルビン（記号K）を用いる。

絶対温度の目盛の幅は、セ氏温度と同じである。

　絶対温度T（K）とセルシウス温度 t は、次の関係がある。

　T＝t＋273

　例えば、50℃は323K（50＋273）であり、300Kは27℃

（300－273）である。

●  沸騰
　開放容器で液体を加熱すると、初めは液体の表面だけで蒸

発が起こる。やがて温度が上昇し、液体の蒸気圧が大気圧❷

と等しくなったとき、液体の内部からも気泡が生じて、盛ん

に蒸発するようになる。この現象を沸騰といい、このときの

温度を沸点という。純物質では大気圧が一定であると、沸点

は物質固有の値であり、大気圧によって変化するため、大気

圧が低くなれば沸点も低くなる。

❷大気圧…地球を取
り巻いている気体
（大気）の圧力。

▲水の沸騰

▲ セルシウス温度と
絶対温度の関係

373

1目盛10度

セルシウス
温度

絶対
温度

300

100

-100

-200

-273

273

200

100

0

0

K ℃

173

73
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●　過去問題　●

〔混合物と純物質〕
【１】次の記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。［愛知H30］

　Ａ．塩化ナトリウム（NaCl）水溶液の溶質は、塩化ナトリウムである。

　Ｂ ．不純物を含む固体物質を適当な溶媒に溶かし、温度による物質の溶解度の違

いを利用して、再び結晶を析出させて、不純物を取り除く操作を抽出という。

　Ｃ ．硝酸カリウム（KNO3）の飽和溶液を加熱すると、溶解度が下がり、硝酸カ

リウムが析出する。

　　　　Ａ Ｂ Ｃ

　１．正 正 誤

　　２．正 誤 誤

　　３．誤 正 正

　　４．誤 誤 正

〔混合物の分離と精製〕
【２】混合物の分離の操作に関する次のＡ～Ｃの記述について、その方法や現象と

して正しい組み合わせを一つ選びなさい。［大阪H30］

　Ａ ．沸点の差を利用して、液体の混合物を適当な温度範囲に区切って蒸留し、留

出物（蒸留によって得られる物質）を分離する。

　Ｂ ．ろ紙やシリカゲルのような吸着剤に、物質が吸着される強さの違いを利用し

て、混合物から成分を分離する。

　Ｃ ．固体が直接気体になる変化、及び固体が気体になり再び直接固体になる変化

を利用して固体の混合物から、物質を分離する。

 Ａ Ｂ Ｃ

　１．ろ過 再結晶 昇華

　　２．分留 再結晶 昇華

　　３．分留 クロマトグラフィー 昇華

　　４．分留 クロマトグラフィー 抽出

　　５．ろ過 クロマトグラフィー 抽出
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▼ ▼正解＆解説 ……………………………………………………………………………………
【１】正解…２
〔解説〕Ｂ ．設問の操作は「再結晶」という。抽出は、混合物に溶媒を加え、目的の成

分だけを溶かし出して分離する操作という。
【２】正解…３
〔解説〕Ｂ ．クロマトグラフィーは、成分の吸着性の違いを利用して、混合物試料から

成分を分離・分析する方法の一つである。

【３】正解…４
【４】正解…４
【５】正解…２
【６】正解　Ａ…１　Ｂ…３　Ｃ…２　Ｄ…４　Ｅ…７
【７】正解…４
〔解説〕４．気体が液体になる変化を「凝縮」という。
【８】正解…３
【９】正解…２
〔解説〕２．炭酸ナトリウムNa2CO3は昇華性がない。
【10】正解…３
【11】正解…１
〔解説〕Ｂ ．高温になるほど熱運動は激しく行われるようになる。
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第３章 実地（性状・貯蔵・取扱方法等）

　１．毒物劇物の性状	 …………………………296

　２．鑑別方法	 …………………………372

　３．廃棄方法	 …………………………389

　４．毒性と解毒剤	 …………………………410

　５．貯蔵方法	 …………………………427

　６．主な用途	 …………………………435

　７．漏えい時の措置	 …………………………443

　８．除外される上限濃度	 …………………………456

毒物劇物の対象

　本書の第１章では、毒物、劇物及び特定毒物を取締法別表第１、別表第２、別

表第３にそれぞれ掲げる物としてきた。

　しかし、法令では更に多くの毒物、劇物及び特定毒物を指定しており、取締法

別表第１～第３の最後の号に、それぞれ次の規定が記されている。

別表第１（毒物）最後の号：前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有

する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの
別表第２（劇物）最後の号：前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有

する製剤その他の劇性を有する物であって政令で定めるもの
別表第３（特定毒物）最後の号：前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物

を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であって政令で定めるもの

　ここでいう「政令」とは、「毒物及び劇物指定令」を指す。すなわち、毒物劇

物は、「取締法」と「毒物及び劇物指定令（指定令）」の２つの法令で指定されて

いることになる。政令で追加又は削除できるようにしてあることで、法律の改正

が不必要となる利点がある。
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４ 毒性と解毒剤
● 主な解毒剤

有機燐
りん

化合物
（ダイアジノン、イソキサチオン、ジメトエート、
パラチオン、DDVP、DEP、EPNなど）

◎�PAM（２－ピリジルアルドキ
シムメチオダイド）

◎硫酸アトロピン

カーバメート系殺虫剤
（カルバリル、BPMC、オキサミルなど）

◎硫酸アトロピン

有機弗
ふっ

素
そ

化合物 ◎アセトアミドCH3CONH2

砒
ひ

素化合物、水銀 ◎BAL（ジメルカプロール）

シアン化合物 ◎亜硝酸ナトリウムNaNO2

◎亜硝酸アミルC5H11NO2

◎チオ硫酸ナトリウムNa2S2O3

蓚
しゅう

酸塩類 ◎カルシウム剤

沃
よう

素 ◎澱粉溶液

参考： カーバメート系殺虫剤は、C・H・O・Nからなるカーバメートと呼ばれる独特の構
造を持つ薬剤である。自然界にあるカラバルという豆から発見された成分をヒントに、
化学的に合成されるようになった。カーバメート系殺虫剤に対し、有機燐を含むもの
を有機燐系殺虫剤という。

　　　◎カルバリルC12H11NO2　　◎BPMC　C12H17NO2

　　　◎オキサミルC7H13N3O3S

● 毒性の用語

コリンエステラーゼ 神経伝達物質のアセチルコリンを加水分解する酵素である。アセ
チルコリンを分解することで、神経の信号を消去する。有機リン
化合物はコリンエステラーゼのはたらきを阻害する物質で、強い
神経興奮作用を示す。

カタル 粘液を分泌する粘膜細胞に炎症が起き、その結果多量の粘液分泌
を起こす状態をいう。このような炎症をカタル性炎という。

メトヘモグロビン ヘモグロビンが酸化されたもの。メトヘモグロビンは酸素結合能
力を欠くため、生理的な範囲をこえて増加すると、貧血症状を呈
する。

チアノーゼ 血液中の酸素が欠乏して、皮膚や粘膜が青紫色になった状態。
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呼吸血管運動中枢 呼吸運動を自律的に調節する呼吸中枢及び心臓や血管の運動調節
にあずかる中枢。脳の最下部の延

えんずい

髄にある。

角化症 皮膚の表面の角質層が異常に厚く堅くなる疾患。うおのめ・たこ
など。

末梢神経障害 全身に分布する末梢神経が障害されることにより、手足のしびれ
や痛み、筋力の低下などが現れる病気の総称。

溶血 赤血球の膜が破れて、中のヘモグロビンが溶出する現象。ヘモグ
ロビンは暗赤色をしている。

血
けっしき

色素
そにょう

尿 血色素（ヘモグロビン）が混じった暗赤色ないし赤褐色の尿。

口
こうこう

腔 口の中の空間で、鼻腔や咽頭に連なる部分。医学用語では「こう
くう」という。

TCAサイクル クエン酸回路とも呼ばれ、エネルギーを作り出す生化学反応回路
である。酸素呼吸を行う生物全般に見られ、細胞の中のミトコン
ドリアの中ではたらいている。

てんかん 脳の神経細胞が過剰に興奮して、主に反復性の発作を起こす病気。

薬
やくしょう

傷 腐食性薬品などによる皮膚の損傷。

かっ血 気管支・肺などから出血して血を吐き出すこと。

● 毒性

▼あ行の毒物劇物

アクロレイン
CH2＝CHCHO

目と呼吸器系を激しく刺激する。また、皮膚を刺激し、気管支カ
タルや結膜炎を起こす。

アジ化ナトリウム
NaN3

気体を吸入すると、動悸、息切れ、めまいを起こす。

亜硝酸塩類
（亜硝酸ナトリウム
NaNO2、亜硝酸カリ
ウムKNO2など）

亜硝酸イオンNO2－がヘモグロビンを酸化させ酸素運搬機能を失
わせるため、血液はしだいに暗黒色となる。また、中枢神経を麻
痺するとともに、血管の壁の筋肉にはたらいて弛緩させる。心臓
を直接には侵さない。めまいがして、ひどくなると血圧が下がる。
呼吸が激しくなり、痙

けいれん

攣したり、気を失ってぼんやりする。

アニリン
C6H5NH2

蒸気の吸入、皮膚からの吸収により、血液に作用して、メトヘモ
グロビンをつくり、チアノーゼを起こさせる。血液毒かつ神経毒
である。重症ではさらに嘔吐、下痢、腎炎を起こし、痙

けいれん

攣、意識
喪失、ついに死に至ることがある。
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●　キーワードによる暗記一覧　●

［メトヘモグロビン］［チアノーゼ］［血液毒かつ神経毒］ アニリン

［脳の節細胞を麻酔］［赤血球を溶解］［瞳孔の縮小］
［強い麻酔作用］

クロロホルム

［やけど（薬傷）を起こし白くなる］［胃の灼熱感］
［尿は特有の暗赤色］

フェノール

［分解されずに吸収］［メトヘモグロビン］［肺に強い障害］ クロルピクリン

［麻酔状態］［視神経］［失明］［ギ酸］ メタノール

［�胃及び肺で胃酸や水と反応して燐化水素（ホスフィン）を生成］ 燐化亜鉛

［粘膜に刺激］［窒息感］［呼吸困難］［口腔粘膜に障害］ 塩素

［眼球結膜の着色］［気管支喘息］ 臭素

［皮膚を褐色に染める］［一種の酩酊］ 沃素

［黄疸のように角膜が黄色］［尿毒症］ 四塩化炭素

［血液中の石灰（カルシウム）分を奪取］［腎障害］ 蓚酸

［TCAサイクル］［胃の疼痛］［チアノーゼ］ モノフルオール
酢酸ナトリウム

［TCAサイクル］［症状は３つに大別］ 有機弗素化合物

［チアノーゼ］［血色素尿］ 砒素

［コリンエステラーゼ］［縮瞳］ ダイアジノン、
イソキサチオン、
DDVP

［コリンエステラーゼ］ ガーバメート系殺虫剤

［かっ血］ 液化塩素

［はじめ短時間の興奮期を経て、深い麻酔状態に陥る］ トルエン、キシレン

［緩和な大赤血球性貧血］ トルエン

［35％以上の溶液］［やけど（薬傷）］ 過酸化水素

［猛烈な神経毒］ ニコチン

［皮膚に触れると激しい痛み］ 弗化水素酸

［腐食性が強い］［体組織を損傷］ 水酸化ナトリウム

［にんにく臭のおくび（げっぷ）］ 黄燐

［高濃度で麻酔状態］ メチルエチルケトン
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