
＊は使用頻度の高い薬品 分類（毒：毒物，劇：劇物，危：危険物）

薬　　品　　名 取り扱い上の主な注意 貯蔵上の主な注意・他

1 * 亜鉛（板，粒，粉） 危 粉末は危険物，水と接触させない，還元性 発火性固体，空気の混合物は爆発性

2 赤インク

3 亜硝酸ナトリウム 劇 危 強還元性，強酸と接触させない，有害な酸化窒素ガスを発生する 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

4 アスコルビン酸（ビタミンC）

5 アスパラギン酸

6 * アセトン 危 引火性 遮光し冷所に気密保存，火気厳禁

7 アルミニウム（板，ホイル，粉）
粉末は危険物，火気注意，二硫化炭素・四塩化炭素・水の混入で発火又は
爆発，禁水性

密閉保存，酸化剤・酸・アルカリと共存不可

8 * アンモニア水 劇
濃度10％以上劇物，揮発性，突沸性（濃硫酸・濃硝酸・濃塩酸との混合
時），毒性，腐食性，皮膚に付けない

酸との共存不可

9 * 硫黄（固，粉） 危 還元性，可燃性，火気注意 湿気を避け，暗所に密閉保存

10 インジコカーミン

11 インドール酢酸 熱に不安定

12 * エタノール 危 引火性，揮発性，吸湿性 遮光し気密保存，火気厳禁

13 塩化アルミニウム 潮解性，腐食性，皮膚に付けない 暗所で気密保存

14 * 塩化アンモニウム 微昇華性，有害性，皮膚に付けない 気密保存

15 塩化カリウム

16 * 塩化カルシウム 潮解性，有害性，皮膚に付けない 気密保存

17 塩化コバルト（塩化コバルト紙） 吸湿性，毒性 密閉保存，塩化コバルト紙は乾燥剤を入れた容器に保存

18 * 塩化銅(Ⅱ) 劇 毒性，腐食性，潮解性，皮膚に付けない 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

19 塩化ナトリウム（食塩）

20 * 塩酸 劇 毒性，腐食性，濃度10％以上劇物，揮発性，吸湿性，皮膚に付けない アルカリとの共存不可

21 オルセイン 遮光し密閉保存

22 オレイン酸 危 遮光し密閉保存

23 * 過酸化水素水（オキシドール） 劇 危
濃度６％以上劇物，酸化性，腐食性，揮発性，突沸性，可燃性物質・触
媒・鉄・銅・クロムとの接触不可

遮光しガス抜きの栓をして冷暗所保存

24 活性炭 吸湿性

25 過マンガン酸カリウム 危 酸化性，有害性 暗所で密閉保存，可燃物との共存不可

26 カリウム（アルカリ金属） 劇 危 禁水性，皮膚に付けない 石油中に保存，気密保存

27 カリウムミョウバン（カリミョウバン） 無水物は吸湿性，水和物は風解性 気密保存

28 寒天（粉末）

29 グリセリン 危 引火性，吸湿性 気密保存

30 グルコース（ブドウ糖） 気密保存（湿気を避ける）

31 クロム酸カリウム 劇 強酸化剤と接触させない 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

32 クロムミョウバン(硫酸カリウムクロム(Ⅲ)12水和物)

33 小麦粉

34 * 酢酸 危 引火性，揮発性，吸湿性，有毒性，腐食性 気密保存，火気厳禁

35 * 酢酸オルセイン

36 * 酢酸カーミン 揮発性 遮光し気密保存

37 さらし粉（次亜塩素酸カルシウム） 吸湿性 遮光し気密保存

38 サリチル酸 有害性 遮光し気密保存

39 * 酸化カルシウム（生石灰） 危 禁水性，吸湿性，加水発熱性

40 * 酸化銀 加熱爆発性，可燃性物質との接触不可 遮光保存

41 酸化鉄(Ⅲ)（べんがら）

42 * 酸化銅(Ⅱ) 皮膚に付けない 密閉保存

43 酸化マンガン（Ⅳ）（二酸化マンガン） 皮膚に付けない，有害性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

44 ジエチルエーテル 危 極引火性，揮発性，有害性，麻酔性 遮光し気密保存，火気厳禁

45 実験用酸素（スプレー式）

46 実験用二酸化炭素（スプレー式）

47 臭化カリウム 吸湿性

48 シュウ酸 劇 強酸化剤と接触させない 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

49 臭素 劇 昇華性，腐食性 ガラス管（アンプル管）に密閉保存
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資料４　中学校　標準的理科薬品類一覧

No 分類



＊は使用頻度の高い薬品 分類（毒：毒物，劇：劇物，危：危険物）

薬　　品　　名 取り扱い上の主な注意 貯蔵上の主な注意・他

50 酒石酸カリウムナトリウム 水和物は風解性

51 硝酸 劇 危 濃度10％以上劇物，光変性，揮発性，皮膚に付けない 遮光し気密保存，アルカリとの共存不可

52 硝酸アンモニウム 危 酸化性，吸湿性，三水和物は約130℃で分解し酸素発生

53 硝酸カリウム 危 酸化性，加熱爆発性 密閉保存，可燃物との共存不可

54 * 硝酸銀 劇 危 酸化性，皮膚に付けない，光によって変質 遮光し密閉保存

55 硝酸ストロンチウム 危 酸化性，吸湿性

56 硝酸鉄(Ⅲ) 危 酸化性

57 食酢

58 食紅

59 シリカゲル（無水ケイ酸） 吸湿性 気密保存

60 水銀 毒 猛毒性，揮発性，皮膚に付けない，腐食性 気密保存

61 水酸化カリウム 劇
濃度５％以上劇物，加水発熱性，潮解性，気体吸湿性，皮膚に付けない，
腐食性

密閉保存，酸との共存不可，冷暗所保管

62 水酸化カルシウム（消石灰） 刺激性

63 * 水酸化ナトリウム 劇
５％以上劇物，加水発熱性，潮解性，気体吸湿性，皮膚に付けない，腐食
性

密閉保存，酸との共存不可

64 スクロース（ショ糖，サッカロース） 吸湿性 気密保存

65 スズ 強塩基と接触させない，強酸化剤 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

66 スチールウール No.0000番は引火性（危険物） No.0000番は気密保存

67 スチレンモノマー 危 引火性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

68 ステアリン酸

69 スルファニル酸

70 石油エーテル 危 引火性，揮発性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

71 石油ベンジン 危 引火性，揮発性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

72 赤リン 危 還元性，吸湿性，可燃性 気密保存，酸化剤と共存不可

73 ゼラチン

74 セロファン（透析チューブ）

75 ソーダ石灰
劇物なみの扱い，加水発熱性，潮解性，気体吸湿性，皮膚に付けない，腐
食性

密閉保存，酸との共存不可

76 大豆油 危 引火性

77 炭酸アンモニウム 昇華性，水和物は風解性 気密保存

78 * 炭酸カルシウム（大理石，石灰石） 密閉保存

79 * 炭酸水素ナトリウム 密閉保存

80 炭酸ナトリウム 無水物は吸湿性，十水和物は風解性，刺激性 気密保存

81 炭素（棒，粉） 粉は火気注意，気体吸着性 気密保存

82 チオ硫酸ナトリウム 潮解性，水和物は風解性

83 チモールブルー

84 デキストリン

85 * 鉄（板，粉） 粉は危険物，還元性

86 * デンプン（溶性）

87 * 銅（板，線，粉） 粉は危険物，還元性，火気注意，硫黄・アンモニアとの接触をさける 密閉保存

88 トルエン 劇 危 引火性，爆発しやすい，静電気に注意，揮発性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

89 ナトリウム（アルカリ金属） 劇 危 禁水性，皮膚に付けない 石油中に保存，気密保存

90 ナフタレン 昇華性，引火性，有害性 気密保存

91 鉛（板，棒） 強酸と接触させない 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

92 二クロム酸カリウム 劇 危 酸化性，皮膚に付けない 密閉保存，可燃物との共存不可

93 * 二酸化マンガン 皮膚に付けない 密閉保存

94 ニッケル

95 尿素 微吸湿性

96 ニンヒドリン 刺激性

97 燃料・工業用アルコール 劇 危 引火性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

98 パラジクロロベンゼン 昇華性，引火性 気密保存

99 パラフィン（固，流） 危 引火性

100 * パルミチン酸
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No 分類



＊は使用頻度の高い薬品 分類（毒：毒物，劇：劇物，危：危険物）

薬　　品　　名 取り扱い上の主な注意 貯蔵上の主な注意・他

101 フェーリングＡ液 気密保存

102 フェーリングＢ液 劇 気密保存

103 フェノール（石炭酸） 劇 濃度５％以上劇物，腐食性，潮解性 遮光し気密保存

104 * フェノールフタレイン 気密保存

105 ブタン（ライター用ガスボンベ） 爆発性 火気厳禁

106 フマール酸

107 フルクトース（果糖）

108 ＢＴＢ（ブロモチモールブルー） 皮膚に付けない 遮光して保存

109 ヘキサン 危 引火性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

110 * ベネジクト液 皮膚に付けない 気密保存

111 ベンゼン 危 引火性，有害性，揮発性 遮光し気密保存，火気厳禁

112 ホウ酸

113 ポリビニルアルコール

114 ホルマリン 劇 濃度１％以上劇物，光変性，皮膚に付けない，揮発性 遮光し気密保存

115 * マグネシウム（リボン，粉） 粉は危険物，還元性，火気注意，可燃性物質，禁水性，加熱・衝撃をさけ 密閉保存，酸化剤・酸・アルカリと共存させない

116 マルトース（麦芽糖）

117 水ガラス

118 メタノール 劇 危 引火性，揮発性，失明の可能性あり，毒性，吸湿性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷暗所に保管

119 メチルオレンジ 遮光して保存

120 メチルレッド

121 メチレンブルー 光変性 遮光し密閉保存

122 ヨウ化カリウム 吸湿性，皮膚に付けない 遮光保存

123 ヨウ化ナトリウム

124 ヨウ素 劇 昇華性，アンモニアとの接触不可，皮膚に付けない 遮光し気密保存

125 * ヨウ素液（ヨウ素ヨウ化カリウム溶液） 劇物なみの扱い 遮光して保存

126 ライトグリーン

127 ラクトース（乳糖）

128 ラテックス（生ゴム）

129 リチウム（アルカリ金属） 危 禁水性，皮膚に付けない 石油中に保存，気密保存

130 リトマス紙（液） 気体吸湿性 気密保存

131 硫化鉄

132 硫化ナトリウム 潮解性，酸・酸化剤と接触させない，腐食性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

133 * 硫酸 劇 吸湿性，加水発熱性，皮膚に付けない，腐食性 気密保存，アルカリとの共存不可

134 硫酸亜鉛 劇 強酸化剤と接触させない，風解性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管

135 硫酸アルミニウム 水和物は風解性

136 硫酸アンモニウム（硫安）

137 硫酸アンモニウム鉄（鉄ミョウバン） 腐食性，風解性

138 硫酸カリウム

139 硫酸カルシウム（石こう） 吸湿性

140 硫酸水素カリウム 腐食性

141 硫酸水素ナトリウム 刺激性

142 硫酸鉄(Ⅱ) 水和物は風解性 遮光保存

143 * 硫酸銅(Ⅱ) 劇 無水物は吸湿性，水和物は風解性，皮膚に付けない 密閉保存

144 * 硫酸ナトリウム 無水物は吸湿性，水和物は風解性 密閉保存

145 硫酸ニッケル 毒性，水和物は風解性

146 硫酸マグネシウム

147 レゾルシン 遮光し気密保存

148 ワセリン
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