急性曝露ガイドライン濃度 (AEGL)
Epichlorohydrin (106-89-8)
エピクロロヒドリン
Table

AEGL 設定値

Epichlorohydrin

106-89-8

(Final)

ppm
10 min
AEGL 1

1.7

30 min
1.7

60 min

4 hr

8 hr

1.7

1.7

1.7

AEGL 2

53

53

24

14

AEGL 3

570

570

72

44

6.7
20

設定根拠（要約）：
エピクロロヒドリンは、室温においては無色の液体だが、その蒸気は、空気と混合されると爆発
を起こす可能性がある。甘い、鼻を強く刺激する様な、またはクロロホルムの様な臭気を有する。
エピクロロヒドリンには多くの用途があるが、主としてエポキシ樹脂の製造に用いられている。
エピクロロヒドリンの濃度が 10 ppm より低い場合、ほとんどの人は、その臭いを感知しない。
エピクロロヒドリンの臭気認知濃度はおよそ 25 ppm であるが、臭気検出濃度については文献に
おいて 0.0825 ppm 以上の値が報告されている。エピクロロヒドリンの固有臭気認知濃度［訳注：
それを超える濃度で曝露された人の半数以上が少なくとも何の臭いかが判り、約 10%がその臭い
をきついと感じる濃度］は、46 ppm である。エピクロロヒドリンに曝露されたヒトが死亡したと
いう事例報告は、得られていない。エピクロロヒドリンは粘膜を刺激して、ヒトの眼、鼻、およ
び咽頭にヒリヒリする痛みを引き起こす。エピクロロヒドリンは、高濃度（確定されていない）に
おける数回の吸入もしくは 30 分間の曝露により、眼、喉および気道における刺激症状や胃腸障
害を引き起こす。この胃腸障害は遅延して発症することもある。ヒトにおいて、不可逆性の呼吸
器障害および肝障害が認められているが、腎障害は見られていない。ヒトでは、20 ppm での 1
時間曝露では眼や鼻におけるヒリヒリした痛み、40 ppm での 2 時間未満の曝露では喉における
刺激症状、68 ppm での 2 分間曝露では咽頭における刺激症状を生じている。100 ppm は、我慢し
難い濃度であり、肺水腫や腎障害を起こすこともあると報告されている。エピクロロヒドリンに
136 ppm で 2 分間曝露された場合には、眼および咽頭において刺激症状が引き起こされ、また、
眼と口に冷却感が生じている。
実験動物（ラット、マウス、ハムスター）をエピクロロヒドリンに吸入曝露した場合にも、ヒトに
おいて報告されたものと同等の影響が認められた。急性致死性試験では、中枢神経系の呼吸中枢
が影響を受け、肺出血や肺水腫といった重度の呼吸器刺激症状が示され、死亡例が生じた。死亡
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は通常、曝露の数時間後から数日後に起きた。死亡した被験動物は、死亡前に、チアノーゼの兆
候、四肢の筋肉弛緩、喘ぎ呼吸、努力性呼吸、呼吸数減少ないしは増加、昏睡、微小振戦、およ
び間代性痙攣を示した。さらに、被験動物には、鼻上皮ならびに腎臓の退行性病変、および下気
道の損傷が認められた。非致死的濃度でエピクロロヒドリンに急性吸入曝露された場合にも、鼻
の炎症や腎臓の損傷といった所見が認められている。
AEGL-1 値は、4 人の被験者をエピクロロヒドリン蒸気に 2 分間曝露した試験（Kobernick et al.
1983）から、被験者に認められた刺激症状に関する無影響濃度を定め（17 ppm）、それに基づいて
導出した。種内変動に関して係数 10 を適用し、総不確実係数を 10 とした。ヒトでは鼻腔や眼に
限局して軽度の刺激症状が見られるのがほとんどであると考えられるが、喘息患者を十分に保護
するため、種内変動に関して係数 10 が用いられた。出発点とした値を係数 10 で補正することに
より、1.7 ppm という AEGL 値が算出される。この濃度においては、曝露時間が長くなってもエ
ピクロロヒドリンによる刺激性影響が増悪することはないと考えられることから、AEGL-1 の全
ての曝露時間に対し、この濃度が採用された。AEGL-1 値は、臭気認知濃度（25 ppm）および固有
臭気認知濃度（46 ppm）を下回っている。したがって、臭いは、エピクロロヒドリンに曝露されて
いることを早期に警告する因子にはならない。
ヒトや動物で実施された試験から、非致死的影響に関する報告が得られているが、AEGL-2 値の
導出には不適であった。そのため、AEGL-2 値は、AEGL-3 値を 3 分の 1 にすることにより導出
された。この手法は、濃度-反応曲線の勾配が急な場合に用いられる。30 分間曝露についての 53
ppm という AEGL-2 値は、10 分間曝露においても採用された。濃度 100 ppm 以上の濃度では、
肺水腫や腎障害を生じる可能性があるためである［訳注：10 分間 AEGL-3 値の 3 分の 1 である 190
ppm では、肺水腫や腎障害といった、AEGL-2 の影響の定義と矛盾する致死的な影響が生じ得る］。
AEGL-3 値は、曝露時間 10 分、30 分、および 1 時間については、ラットにおける 1 時間 LC01
（1%致死濃度）である 721 ppm（Dietz et al. 1985）に基づいて設定された。総不確実係数には、10 が
適用された。ラット、マウス、モルモット、およびウサギの LC50 値に動物種間でほとんど差が
見られなかったことに基づき、種差に関する係数として 3 が選定された。種内変動については、
作用機序に関する情報と職業曝露事例から得られた情報に基づき、係数 3 が適用された。エピク
ロロヒドリンは、エポキシド化合物に属し、アルキル化を直接的に引き起こす。これらの性質が
観察された刺激性や全身毒性に関連しているものと思われ、曝露を受けた集団内で影響が大幅に
変動するとは考えられない。また、総不確実係数としてより大きな 30 を適用すると、8 時間曝
露 AEGL-3 値が 6.6 ppm となるが、この濃度は、職業曝露事例のデータと整合しない。Pet’ko et
al.〔1966, NIOSH（1976）に記載〕および de Jong et al.（1988）によれば、エピクロロヒドリンに 15～
54 ppm の濃度で職業曝露された場合では、生命にかかわる様な影響は全く生じていない。他の
曝露時間へは、式 Cn × t = k（ten Berge et al. 1986）を用い、n = 0.87 として外挿した。指数 n の値
は、ラットにおける 1、4、6 および 8 時間曝露の LC50 値（50%致死濃度）から導出された。
4 および 8 時間曝露の AEGL-3 値は、ラットにおける 6 時間 LC01 である 274 ppm（Laskin et al.
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1980）に基づいて導出された。ここでも、10 分、30 分、1 時間の AEGL-3 値導出に用いられたの
と同じ不確実係数と時間スケーリング（外挿）法が用いられた。
ラットを用いた吸入試験では、2 件において、エピクロロヒドリン蒸気への曝露後、鼻腔の扁平
上皮がんの発生が認められている。これらの試験では、高濃度での短時間曝露の方が、低濃度で
の生涯曝露よりも、腫瘍を誘発しやすいことが明らかになった。エピクロロヒドリンの発がんユ
ニットリスクから AEGL 値を導出すると、10 ならびに 30 分、1、4 ならびに 8 時間について、そ
れぞれ 14,000、4,500、2,300、560、280 ppm となった。これらの値は、突発事故による曝露や災
害救護活動において最も重要視される 1 万分の 1（10-4）というリスクを生じる濃度として導出さ
れている。これらの濃度は、AEGL-2 および AEGL-3 を大幅に上回っている。エピクロロヒドリ
ンの AEGL 値を、Table 4-1 に示した。
TABLE 4-1 AEGL Values for Epichlorohydrin
Classification 10 min
AEGL-1
1.7 ppm
(nondisabling) (6.4
mg/m3)

30 min
1.7 ppm
(6.4
mg/m3)

1h
1.7 ppm
(6.4
mg/m3)

4h
1.7 ppm
(6.4
mg/m3)

8h
1.7 ppm
(6.4
mg/m3)

AEGL-2
(disabling)

53 ppm
(200
mg/m3)

53 ppm
(200
mg/m3)

24 ppm
(91
mg/m3)

14 ppm
(53
mg/m3)

6.7 ppm
(25
mg/m3)

AEGL-3
(lethal)

570 ppm
(2,200
mg/m3)

160 ppm
(600
mg/m3)

72 ppm
(270
mg/m3)

44 ppm
(170
mg/m3)

20 ppm
(76
mg/m3)

End Point
(Reference)
No-effect level for
irritation
(Kobernick et al.
1983).
Three-fold
reduction of
AEGL-3 values,
except for 10 min.
Lethality threshold
(Dietz et al. 1985;
Laskin et al. 1980)

----------------------注：本物質の特性理解のため、本文書の最後に、参考として国際化学物質安全性カード（ICSC）
を添付する。
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国際化学物質安全性カード
ICSC番号:0043

エピクロロヒドリン
エピクロロヒドリン
EPICHLOROHYDRIN
1-Chloro-2,3-epoxypropane
gamma-Chloropropylene oxide
2-(Chloromethyl)oxirane
C3H5ClO
分子量:92.5
CAS登録番号:106-89-8
RTECS番号:TX4900000
ICSC番号:0043
国連番号:2023
EC番号:603-026-00-6
災害／
暴露のタイプ
火災
爆発

一次災害／
急性症状

引火性である。火災時に刺激性 裸火禁止、火花禁止、禁煙。
もしくは有毒なフュームやガスを放
出する。
31℃以上では、蒸気/空気の爆 31℃以上では、密閉系、換気、
発性混合気体を生じることがあ および防爆型電気設備。
る。
あらゆる接触を避ける！

身体への暴露
吸入

皮膚
眼
経口摂取

応急処置/
消火薬剤

予防

粉末消火薬剤、水噴霧、泡消
火薬剤、二酸化炭素。
火災時：ドラム缶などに水を噴霧
して冷却する。
いずれの場合も医師に相談！

灼熱感、咳、咽頭痛、頭痛、息
苦しさ、吐き気、息切れ、嘔吐、
振戦。症状は遅れて現われること
がある(｢注｣参照)。
吸収される可能性あり！発赤、
重度の皮膚熱傷、灼熱感、痛
み、水疱。
痛み、発赤、永久的な視力喪
失、重度の熱傷。

換気、局所排気、または呼吸用 新鮮な空気、安静。半座位。必
保護具。
要な場合には人工呼吸。医療
機関に連絡する。

胃痙攣、のどと胸の灼熱感、下
痢、頭痛、吐き気、咽頭痛、嘔
吐、ショックまたは虚脱。

作業中は飲食、喫煙をしない。
食事前に手を洗う。

保護手袋、保護衣。
顔面シールド、または呼吸用保
護具と眼用保護具の併用。

汚染された衣服を脱がせる。多
量の水かシャワーで皮膚を洗い流
す。医療機関に連絡する。
数分間多量の水で洗い流し(でき
ればコンタクトレンズをはずして)、
医師に連れて行く。
口をすすぐ。吐かせない。 多量
の水を飲ませる。安静。医療機
関に連絡する。

漏洩物処理

貯蔵

包装・表示

・危険区域から立ち退く!
・専門家に相談する!
・漏れた液を密閉式の容器に集める。
・残留液を砂または不活性吸収剤に吸
収させて安全な場所に移す。
・この物質を環境中に放出してはなら
ない。
・自給式呼吸器付化学保護衣。

・耐火設備(条件)。
・強力な酸化剤、酸、塩基、アルミニウ
ム、亜鉛、アミン、食品や飼料から離し
ておく。
・密封。

・破損しない包装；破損しやすい包装の
ものは密閉式の破損しない容器に入れ
る。
・食品や飼料と一緒に輸送してはならな
い。
・EU分類
記号 : T
R : 45-10-23/24/25-34-43
S : 53-45
Note : E
・国連危険物分類(UN Hazard
Class)：6.1
・国連の副次的危険性による分類(UN
Subsidiary Risks)：3
・国連包装等級(UN Packing Group)：
II

重要データは次ページ参照

ICSC番号:0043
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国際化学物質安全性カード
ICSC番号:0043

エピクロロヒドリン

重
要
デ

物理的状態; 外観:
特徴的な臭気のある、無色の液体

暴露の経路:
体内への吸収経路：吸入、経皮、経口摂取

物理的危険性:

吸入の危険性:
20℃で気化すると、空気が汚染されてきわめて急
速に有害濃度に達することがある。

化学的危険性:
加熱あるいは強酸、塩基の影響下で重合する。
燃焼すると、有毒で腐食性のフューム(塩化水素
[ICSC0163]、塩素[ICSC0126])を生成する。強
力な酸化剤と激しく反応する。アルミニウム、亜
鉛、アルコール、フェノール、アミン(とくにアニリン)、
有機酸と激しく反応し、火災や爆発の危険をもた
らす。水が存在するとスチールを侵す。

｜
タ

許容濃度:
TLV：0.5 ppm(TWA) (皮膚) A3 (ACGIH 2003)

短期暴露の影響:
眼、皮膚、気道に対して腐食性を示す。経口摂
取すると、腐食性を示す。この物質の蒸気を吸入
すると、肺水腫を起こすことがある(｢注｣参照)。こ
の物質の蒸気を吸入すると、喘息様反応を起こ
すことがある(｢注｣参照)。中枢神経系、腎臓、肝
臓に影響を与え、痙攣、腎臓障害、肝臓障害を
生じることがある。高濃度の場合、死に至ることが
ある。これらの影響は遅れて現われることがある。
医学的な経過観察が必要である。
長期または反復暴露の影響:
反復または長期の接触により、皮膚が感作される
ことがある。腎臓、肝臓、肺に影響を与え、機能
障害を生じることがある。人でおそらく発がん性を
示す。動物試験では人で生殖･発生毒性を引き
起こす可能性があることが示されている。

物理的性質

環境に関する
データ

・沸点：116℃
・融点： －48℃(｢注｣参照)
・比重(水=１)：1.2
・水への溶解度：6 g/100 ml

・蒸気圧：1.6 kPa(20℃)
・相対蒸気密度(空気＝１)：3.2
・20℃での蒸気/空気混合気体の相対密度(空
気＝１)：1.05
・引火点：31℃(C.C.)
・発火温度：385℃
・爆発限界：3.8～21 vol％(空気中)
・log Pow (オクタノール/水分配係数)：0.26

・水生生物に対して毒性がある。
注

・他の融点：－25.6 ℃、－57℃
・暴露の程度によっては、定期検診が必要である。
・肺水腫の症状は 2～3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過
観察が不可欠である。
・医師または医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。
・許容濃度を超えても、臭気として十分に感じないので注意すること。
・作業衣を家に持ち帰ってはならない。
Transport Emergency Card(輸送時応急処理カード)：TEC(R)－61S2023
NFPA(米国防火協会)コード：H(健康危険性)3；F(燃焼危険性)3；R(反応危険性)2；
付加情報
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