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1

（推定）

2019/4/1

  ～

2019/7/31

⾧崎県 劇物
トルフェンピラド

（15%）

棚卸の際トルフェンピラドの在庫数量が合わず、

取り違えて譲渡したことが疑われた。調査の結

果、乳剤の注文に対し同成分の乳剤ではない製品

を譲渡したことが判明した。

販売業（農業用）
譲渡時に、名称類似品についての確

認が不十分であった。
特になし

2 2019/4/16 ⾧野県 劇物

メソミル（45%）

アセタミプリド（20%）

イミダクロプリド

（20%）

クロルフェナピル

（10%）

カルタップ（75%）

農家からランネート45DF（メソミル45%）6点、

モスピラン顆粒水溶剤（アセタミプリド20%）3

点、アドマイヤーフロアブル（イミダクロプリド

20%）7点、コテツフロアブル（クロルフェナピル

10%）4点、パダンSG水溶剤（カルタップ75%）

25点の計45点が盗難された。

業務上取扱者

（届出不要）

盗難発生時、保管庫に施錠がされて

いなかった。
特になし

3 2019/4/19 愛知県 劇物 メタノール
兵庫県内の業者から発送したメタノール14kg入り

2缶が、愛知県内にて配送中に紛失した。

発送者（兵庫県）：

販売業（一般）

紛失者（愛知県）：

業務上取扱者

（届出不要）

社内規定が徹底されず、運搬物を劇

物と認識することなく取り扱い、必

要な注意が払えなかったため。

特になし

4 2019/5/9 神奈川県 毒物

テトラメチルアンモニウ

ム＝ヒドロキシド

（25%）

テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド25%水

溶液の重量を確認したところ、2.6g紛失している

ことが発覚。

業務上取扱者

（届出不要）

管理不十分（毒物保管庫の鍵の紛失

が発覚しスペアキーを購入後、保管

庫を開け台帳と照らしわせたところ

紛失発覚）

特になし

5 2019/6/11 東京都 毒物 アジ化ナトリウム
研究所において、アジ化ナトリウム約1gが所在不

明になった。

業務上取扱者

（届出不要）
秤量時の記載ミス等。 特になし
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6 2019/6/20 愛媛県 劇物
DMTP

シペルメトリン

注文を受け、配達担当者が劇物を配達した際、購

入者が不在であったため、スプラサイド水和剤

（DMTP）500g×3本、アグロスリン乳剤（シペル

メトリン）500ml×4本、その他農薬21本を注文者

宅倉庫前（屋外）に放置し、押印のない譲受書の

みを持ち帰った。その後、譲受書に押印をもらう

ため、注文者宅を訪れたが、配達物を受け取って

ないことが判明し、周辺を捜索するも発見に至ら

なかった。

販売業（農業用）
盗難防止の措置をすることなく、屋

外に劇物を放置したため。
特になし

7 2019/7/4 茨城県 劇物 硝酸銀

納品時の検品後に、硝酸銀（25g/瓶）1瓶を仮置

場に移動した。当該品は速やかに担当者が保管庫

へ移動することになっているが放置し、約2日後の

配送準備時に紛失していることが発覚した。

販売業（一般） 管理が不十分であったため。 特になし

8 2020/8/1 ⾧崎県 劇物 水酸化カリウム（15%）

本社からズーム5ｍL(水酸化カリウム（15%）含

有）1本を入荷した際に検品作業が十分に行われ

ず、当該品を紛失した。

販売業（一般）

検品作業が十分に行われず、コンテ

ナ内の緩衝材とともに誤って廃棄し

た（推定）。

特になし

9 2019/8/21 茨城県 劇物

4,2-チオ-3,5-ジメチルテ

チラヒドロ-1,3,5-チオジ

アン

群馬県から茨城県に車で運送途中に1ケース

（10kg入り2袋）が紛失した。

業務上取扱者

（届出不要）

出荷時の届先分別の不備。あるいは

現品と出荷物一覧の照合誤りと推定

する。

特になし

10 2019/9/20 大阪府 劇物

四塩化炭素

（＞99.5%）

二硫化炭素

（＞99.0%）

大学において、四塩化炭素500mL19本及び二硫化

炭素500mL18本が帳簿上の在庫量と実在庫が合わ

ないことが分かった。当初、盗難の疑いで調査を

進めていたが、廃棄見積り依頼を誤って行ってい

たことが分かり、産廃業者により誤廃棄されてい

たことが判明した。

業務上取扱者

（届出不要）

学内での毒物及び劇物の保管管理、

表示、廃棄プロセスに問題があっ

た。

特になし
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11 2019/9/30 神奈川県 毒物
亜セレン酸ナトリウム

（0.001%）

亜セレン酸ナトリウム（0.001%）含有のダイゴ

IMK培地作成用粉末251.6gが紛失していることが

発覚。

業務上取扱者

（届出不要）

管理不十分（5月に購入後すぐ実験で

使用し、実験台足元の収納棚に置い

たまま放置し、9月の事業所一斉点検

で紛失発覚）

特になし

12 2019/9/30 滋賀県 劇物
水酸化ナトリウム溶液

（5mol/L）

2019/9/30、顧客に納品する予定の当該試薬が1本

紛失していることに気づいた。
販売業（一般）

当該試薬が入荷した2019/9/19から

納品予定の2019/9/30まで検品をし

なかったこと。

別の納品先に検品せずに納品したこ

と。

特になし

13
2019/10/1～

2019/11/1
島根県 劇物

塩素酸ナトリウム

（50%）

月末の棚卸し時、登録業者倉庫内において担当者

が在庫数を確認した際、帳簿上の数字との不一致

に気付き、塩素酸ナトリウム（50%）5kg包×4個

の紛失が判明した。

販売業（一般）
倉庫に常時施錠しておらず盗難防止

措置が不十分。
特になし

14 2019/10/12 静岡県
特定毒

物
りん化アルミニウム

台風第19号による高波の影響により、りん化アル

ミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤6本が

流され、事業所内を探索した結果、3本は回収する

ことができたが、残り3本は今だ所在不明である。

特定毒物使用者
台風第19号による高波の影響で毒物

劇物保管庫等が破損したため。
特になし

15 2019/11/29 福岡県 劇物 硝酸銀

当日配送予定ではない硝酸銀を誤って持ち出し、

別の業者に誤納品。後日、誤納品先で発見され

た。

販売業（一般）
出庫時（車両積載時）、検品時（配

送時）の確認ミス。
特になし

16
2019/12/28～

2020/3/23
京都府 劇物 アセトニトリル

棚卸時，薬品庫に保管されているアセトニトリル

1L瓶5本（内容量4.1L）を紛失していることが判明

した。

業務上取扱者

（届出不要）

薬品の管理簿への記録が不十分で

あったため。
特になし
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17

2020/1/29

～

2020/1/30

佐賀県

⾧崎県
劇物

N,N'-ﾋﾞｽ（2-ｱﾐﾉｴﾁﾙ）ｴﾀ

ﾝ-1,2-ｼﾞｱﾐﾝ

（60～100%）

当該劇物を含む液状硬化剤（0.45L×6本）を佐賀

県から⾧崎県に運搬していたところ、⾧崎県の事

業所に到着した際、数量が5本であり、1本紛失し

たことが判明。

業務上取扱者

（届出不要）

当該製品の大きさに比してパレット

に大きな隙間があり落下し、紛失し

た可能性が高い。

特になし

18 2020/1/31 福岡県 劇物 硫酸

月末在庫検査 （棚卸） のため、 各試薬在庫購入

量及び使用量を確認したところ、硫酸の入出記録

と在庫数が合わず、硫酸 500mL（未開封ビン1

本）がないことに気が付いた。

業務上取扱者

（届出不要）

紛失の原因としては、下記の管理不

足が考えられる。

・劇物納品時に納品書と現物の確実

な確認の未実施。

・劇物の納品や使用による在庫変化

の記録の確実な未実施。

・試薬名の表示部分と現物を入れて

いる場所が違ううため、一目で試薬

の有無が分からない状態。

・劇物庫の鍵については、キーボッ

クスに鍵をかけ管理していたが、

キーボックスの鍵は、すぐ横の机引

き出しに、施錠管理されていない状

態で保管。

特になし

19 2020/2/1 愛知県 劇物
ホルムアルデヒド

（3.7%）

事業所内で、業務用に使用するホルマリンを小分

けしたところ、予め小分けした数量および使用し

た数量から算出される残数と実数が合わず、

120ml（30ml×4）が所在不明となった。

業務上取扱者

（届出不要）

取扱者による劇物の管理不足のた

め。
特になし

20 2020/2/28 群馬県 劇物
過酸化水素

（30.0～35.5%）

業者から納品した過酸化水素2本を倉庫内で、毒劇

物専用の保管庫ではなく、施錠設備のない棚でパ

レットに入れて保管していた。納品の翌日、取引

先へ発送するため荷詰めをしていたところ、1本

（500ml）紛失していることが発覚した。

販売業（一般）

施錠設備のない棚に置いて保管する

等、適切な管理ができていなかった

ため。

特になし
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21
2020/3/3～

2020/3/4
福岡県 劇物 チアクロプリド（30%）

倉庫からトラックに積み込んだはずのチアクロプ

リド（30%）10kg一箱が，発送先での荷卸しの際

にないことに気づいた。

販売業（一般）

ドライバーによる数量チェックが不

十分だった。

積み込みの直前に確認を行う体制で

なかった。

特になし

22 2020/3/4 大阪府 劇物 チアクロプリド（30%）

販売業者（大阪市）から倉庫会社（福岡県）へバ

リアード顆粒水和剤含有物質（チアクロプリド

30%、250g、20袋入り、2パック）出荷指示。倉

庫会社から販売先へ出荷したところ、荷下ろしの

時点で当該製品が無いことが発覚。

販売業（一般）

積み替え作業があるにも関わらず、

積み替え作業前に検品を行ってい

た。 数量確認を行わず積み込みを

行った。

特になし

23 2020/3/19 広島県 劇物
γ-1,2,3,4,5,6,-ヘキサク

ロロシクロヘキサン

事業所内での納品作業中，従業員が外装及び緩衝

材とともに250㎎の劇物を含む製品を誤って廃棄し

た。

販売業（一般） 誤廃棄。 特になし


