
重要データ＿許容濃度

番号 英　語 日本語訳

1 (heavy, moderate or light work) <= 2 hours （重労働、中等度または軽作業）2時間以内

2 (SEN) (感作性)

3 (skin) (皮膚吸収)

4 2b (not established but data is available) 2b (MAK値は設定されていないが、資料は公表されている)

5 A1 (confirmed human carcinogen) A1(人における発がん性が確認されている物質)

6 A2 (suspected human carcinogen) A2(人における発がん性が疑われる物質)

7
A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to
humans)

A3(動物実験では発がん性が確認されているが、人との関連は不
明な物質)

8 A4 (not classifiable as a human carcinogen) A4(人における発がん性が分類できていない物質)

9 A5 (not suspected as a human carcinogen) A5(人における発がん性の疑いのない物質)

10 aerosol only エアロゾルのみ

11 all isomers 全ての異性体

12 Antimony Trioxide (production) 三酸化アンチモン(製品)

13 as Ba, inhalable fraction Baとして、吸引性画分

14 as benzene-soluble aerosol ベンゼン可溶のエアロゾルとして

15 as Cr metal, Cr(III) compounds Cr金属および Cr(III)化合物として

16 as fume (respirable fraction) フュームとして(吸入性画分)

17
as magnesium oxide fume : llb (not established but data is
availabe)

酸化マグネシウムフュームとして：IIb（MAK値は設定されていない
が、資料は公表されている）

18 as Mn inhalable fraction Mnとして 吸引性画分

19 as Paraquat パラコートとして

20 as total hydrocarbons 総炭化水素として

21 BEI issued BEI(生物学的暴露指標)記載あり

22 blah blah 等々

23 blub 膨らみ

24 BLV issued BLVの記載あり

25 EU OEL not established. EU OELは設定されていない

26 EU OEL not established; SCOEL recommendation available (year). EU OELは設定されていない；SCOEL勧告が公表されている(年)

27
Exposure by all routes should be carefully controlled to levels as
low as possible.

どの暴露経路でも、できる限り低濃度になるよう注意深くコントロー
ルする

28 Fibres 繊維

29 fibrous dust 繊維状粉塵

30 heavy work 重労働

31 inhalable fraction 吸引性画分

32 inhalable fraction and vapor 吸引性画分および蒸気

33 inhalable fraction as vapour and dust 蒸気および粉塵としての吸引性画分

34 inhalable fraction of aerosol エアロゾルの吸引性画分

35 inhalable fraction of vapor 吸引性画分および蒸気
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36 inhalable vapor and aerosol 吸引性の蒸気およびエアロゾル

37 light work 軽作業

38 MAK not established, under study (year). MAK値は設定されていない、検討中(年)

39 MAK not established. MAK値は設定されていない

40 moderate work 中等度の作業

41 not established 設定されていない

42 Photosentization (SP) 光感作(SP)

43 respirable fraction 吸入性画分

44 See Notes. ｢注｣参照

45 Sensitization of respiratory tract (SA) 気道感作(SA)

46 Sensitization of respiratory tract and skin (SAH) 気道および皮膚感作(SAH)

47 Sensitization of skin (SH) 皮膚感作(SH)

48 Skin absorption (H) 皮膚吸収(H)

49 thoracic fraction 気管気管支画分

50 TLV not established; notice of intended change (see Notes). TLVは設定されていない；変更予定通知(｢注｣参照)

51
TLV: Simple asphyxiant; (ACGIH year); notice of intended change
(see Notes).

TLV：単純窒息性ガス；(ACGIH 年)； 変更予定通知(｢注｣参照)

52 total dust 総粉塵

53 Total dust containing no asbestos and <1% crystalline silica アスベスト不含で結晶性シリカ＜1％の総粉塵

54 vapor 蒸気

55 vapor and aerosol 蒸気およびエアロゾル

56 without fibres 繊維なし
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