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 最新改定日： 年 月 日(Rev. ) 

  

1. 化学物質等及び会社情報 

 

1.1 化学物質等の名称 

製品名 Nordic Biosite Optibodies product line 

（ノルデック・バイオサイト オプティボディーズ・プロダクトライン） 

製品番号 － 

 

1.2 化学物質等の推奨用途及び使用上の制限 

推奨用途 試験研究用実験試薬 

使用上の制限 専門ユーザー向け 

 

1.3 提供者の詳細 

製造元の会社情報 Nordic Biosite AB  

Propellervägen 4A  

SE-183 62 TÄBY  

Tel.: +46 (0)8 5444 3340  

Email: info@nordicbiosite.com 

供給者の会社情報 日本ジェネティクス株式会社 

〒112-0004 東京都文京区後楽一丁目 4 番 14 号 後楽森ビル 18 階 

電話番号：03-3813-0961 

ファックス番号：03-3813-0962 

供給者の緊急時連絡先 電話番号：03-3813-0961 

（祝祭日を除く、月曜日から金曜日の午前 9 時から午後 5 時 30 分） 

E メール：info@genetics-n.co.jp 

 

 

2. 危険有害性の要約 

 

2.1 物質または混合物の分類 

CLP＊規則（EC）1272/2008 による分類 

この混合物は、CLP＊規則（EC）1272/2008 に従って危険ではないと分類されている。 

 

2.2 ラベル要素 

CLP＊規則（EC）1272/2008 に準拠したラベル表示 

EC 指令に従って製品にラベルを貼る必要はない。 

 

2.3 その他の危険有害性 

この混合物には、PBT＊（難分解性、生物蓄積性、毒性を示す物質）、または vPvB＊（極難分解性、極生物蓄積性を示

す性質）のいずれかであると考えられる成分が 0.1％以上含まれていない。 

 

 

3. 組成及び成分情報 

 

3.1 混合物 

CLP＊規則（EC）1272/2008 に準拠した区分  

組成 CAS＊番号 

(EC 番号) 

濃度 危険有害性クラス 区分 コード 

アジ化ナトリウム 

(Sodium Aside) 

26628-22-8 

(247-852-1) 

＜0.1% 

（0.03%）/ 

15mM 

急性毒性－経口 2 H300 

水性環境有害性－ 

短期間（急性）有害性 

1 H400 

水性環境有害性－ 

長期間（慢性）有害性 

1 H410 
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プロクリン (ProClin)： 

5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン

（5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 

EC 番号 247-500-7）と 

2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オン 

（2-methyl-2H-isothiazol-3-one,  

EC 番号 220-239-6)との(3:1)の混合物 

55965-84-9 ＜0.0014% 急性毒性－吸入 2 H330 

急性毒性－経皮 2 H310 

急性毒性－経口 3 H301 

皮膚腐食性/刺激性 1C H314 

眼に対する重篤な損

傷性/眼刺激性 

1 H318 

感作性－皮膚 1A H317 

水性環境有害性－ 

短期間（急性）有害性 

1 H400 

水性環境有害性－ 

長期間（慢性）有害性 

1 H410 

エチレングリコール/エタンジオール 

(Ethylene glycol/Ethanediol) 

107-21-1 

(203-473-3) 

<10% 急性毒性－経口 4 H302 

特定標的臓器毒性- 

反復ばく露 

2 H373 

 

危険有害性情報 

危険有害性コード 危険有害性情報 

H300 飲み込むと生命に危険 

H301 飲み込むと有毒 

H302 飲み込むと有害 

H310 皮膚に接触すると生命に危険 

H314 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 

H318 重篤な眼の損傷 

H330 吸入すると生命に危険 

H373 飲み込むと長期にわたる、または反復ばく露による腎臓の障害のおそれ 

H400 水生生物に非常に強い毒性 

H410 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 

 

3.2 その他の情報 

特になし 

 

 

4. 応急措置 

 

4.1 応急措置の説明 

一般的アドバイス 汚染されて濡れた衣服を着替えさせること。 

事故や体調不良の場合は、直ちに医師の診察を受けること。 

（可能な場合は、使用方法または安全データシートを提示すること。） 

暴露経路ごとの応急処置 

吸入した場合 粘膜に刺激を引き起こす可能性がある。 

被災者を空気の新鮮な場所に移すこと。 

疑わしい場合、または症状が観察される場合は、医師の診断を受けること。 

眼に入った場合 目に刺激を引き起こす可能性がある。 

まぶたを開けたまま、すぐに多量の水で 15 分間すすぐこと。 

刺激や症状が続く場合は、眼科医の診察を受けること。 

皮膚に付着した場合 皮膚に刺激を引き起こす可能性がある。 

すぐに多量の水と石鹸で洗い流すこと。 

汚染された衣服を脱ぎ、再使用する前に洗うこと。 

刺激や症状が続く場合は、医師の診察を受けること。 

飲み込んだ場合 粘膜に刺激を引き起こす可能性がある。 

すぐに口をすすぎ、多量の水を飲ますこと。 

刺激や症状が続く場合は、医師の診察を受けること。 
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5. 火災時の措置 

 

5.1 消火剤 

・ 適切な消火剤：炭酸ガス（CO2）、泡消火剤、水噴霧、粉末消火剤 

 

5.2 化学物質等から生じる特有の危険有害性 

・ 不燃性 

 

5.3 消防士へのアドバイス 

・ 適切な自給式呼吸器(SCBA＊)と化学防護服を着用すること。 

・ 火災環境に応じて消火活動を調整すること。 

 

 

6. 漏出時の措置 

 

6.1 人への予防措置、保護具及び応急処置法 

・ 蒸気やミストの吸入を避けること。 

・ 十分な換気を行うこと。 

・ 適切な個人用保護具を着用すること。 

・ 皮膚、目、衣服の汚染を防止すること。 

 

6.2 環境に対する注意事項 

・ 地表水や排水溝へ流入させないこと。 

・ 土壌/下層土に侵入させないこと。 

 

6.3 清掃方法 

・ 環境規制を徹底的に遵守して、汚染された物品や領域を清掃すること。 

・ 不活性な吸収材料で吸収すること。 

・ 掃き出すこと。 

・ 廃棄処理のセクションで規定されている様に回収された材料を扱うこと。 

 

6.4 他のセクションへの参照 

・ 安全な取り扱い：セクション 7 を参照 

・ 個人用保護具：セクション 8 を参照 

・ 廃棄：セクション 8 と 13 を参照 

 

 

 7. 取扱い及び保管上の注意 

 

7.1 安全な取扱いのための注意事項 

保護対策 換気の良い場所で使用すること。 

注意して容器を扱い、開封すること。 

製品を取り出した後は、常に容器をしっかりと密封すること。 

個人用保護衣を着用すること（セクション 8 を参照）。 

火災防止対策 本製品は、可燃性ではない。 

特別な防火対策は、必要とされない。 

一般的労働衛生上の注意事項 皮膚、目、衣服との接触を避けること。 

アイシャワーを設置し、目立つ場所にラベルを付けること。 

覆われていない状態で取り扱う場合は、可能であれば、局所排気換気装置を使用

すること。 

休憩前や作業後は、手を洗うこと。 

使用するときは、飲食、喫煙、嗅いだりしないこと。 

汚染されて濡れた衣服を着替えさせること。 

汚染された衣類は、再使用する前に洗濯すること。 
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7.3 混触危険性を含む安全な保管条件 

・ 容器をしっかりと密閉すること。 

・ 適切なラベルの付いた容器に推奨温度で保管すること。 

 

7.3 特定の最終用途 

・ 体外診断用試薬または実験用試薬 

 

 

8. 暴露制御及び人に対する保護措置 

 

8.1 管理パラメーター 

Limit value 

type 

(country of 

origin) 

 

Substance 

name 

CAS No. 

(EC-No.) 

Occupational exposure limit 

value 

Monitoring 

and 

observation 

processes 

 

Peak 

limitation 

Source 

Long term Short term 

IOELV*(EU) Ethanediol/ 

Ethylene 

Glycol 

107-21-1 

(203-473-3) 

52 mg/m3, 

20 ppm 

skin 

104 mg/m3,  

40 ppm 

skin 

 

－ － 2000/39/EC  

 

IOELV*(EU) Sodium 

Azide 

 

26628-22-8 

(247-852-1) 

0.1 mg/m3 0.3 mg/m3 － － 2000/39/EC  

 

 

8.2 暴露管理 

一般的な保護及び衛生対策 特別な換気手順の必要はない。 

一般的な換気で十分です。 

食品、飲料、飼料から遠ざけること。 

休憩前と作業終了時に手を洗うこと。 

汚染された衣服は、交換すること。 

保護および衛生対策 汚染されて濡れた衣服はすぐに脱ぐこと。 

皮膚保護プログラムを作成して観察すること。 

休憩前と作業後に手と顔を洗い、必要に応じてシャワーを浴びること。 

作業中は飲食をしないこと。 

呼吸器の保護 換気が不十分な場合は、呼吸器保護具を着用すること。 

手の保護 化学物質を扱う場合は、4 桁の管理数字を含む CE ラベル付きの保護手袋を着用

する必要がある。 

化学物質に耐性のある保護手袋の品質は、特定の作業場所での有害物質の濃度

と量に応じて選択する必要がある。 

特別な目的の場合には、これらの手袋の供給者と一緒に上記の保護手袋の化学

物質に対する耐性をチェックすることを推奨する。 

テスト済みの保護手袋を着用すること： 

・NBR（ニトリルゴム） 

・使用する保護手袋は、規則（EU）2016/425 および関連規格 EN374 の仕様に準拠

する必要がある。 

完全浸漬する場合 

手袋の素材：NBR（ニトリルゴム） 

手袋の厚さ：0.11 mm 

透過時間（最大装着時間）：＞480 分 

飛沫が接触する場合 

手袋の素材：NBR（ニトリルゴム） 

手袋の厚さ：0.11 mm 

透過時間（最大装着時間）：＞480 分 

眼/顔面の保護 こぼれた液体、ミスト、ガス、ほこりによる暴露を防ぐため、安全ゴーグルを着用す

ること。 

皮膚及び身体の保護 遮蔽できる白衣を着用すること。 
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9. 物理的及び化学的性質 

 

9.1 物理的及び化学的性質の情報 

外観 物理的状態：液体 

色：不透明 

臭い 無臭 

pH 値（at 20℃） 7.2（試験方法：DIN 19268） 

融点/凝固点 データなし 

沸点又は初留点及び沸騰範囲 データなし 

引火点 データなし 

可燃性 固体：データなし 

気体：データなし 

可燃性/爆発限界 爆発範囲の上限/可燃上限値：データなし 

爆発範囲の下限/可燃下限値：データなし 

自然発火温度 固体：データなし 

気体：データなし 

分解温度 データなし 

酸化特性 データなし 

蒸気圧 データなし 

比重（密度） データなし 

溶解度 水溶性(g/L）：データなし 

他の溶媒に対する溶解性(g/L）：データなし 

n-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数(log 値) データなし 

蒸気密度 データなし 

蒸発速度 データなし 

 

 

10. 安定性及び反応性 

 

反応性 データなし 

化学的安定性 通常の状態で安定 

危険有害反応の可能性 規定に従って使用及び保管した場合は、危険な反応はない。 

避けるべき条件 回避すべき特定の条件はない。 

混触禁止物質 データなし 

危険有害性のある分解生成物 意図された用途での使用時は分解しない。 

その他の情報 データなし 

 

 

11. 有害性情報 

 

11.1 毒物学的影響に関する情報：混合物 

 

急性毒性 利用可能なデータに基づくと、分類基準に合致していない。 

組成に基づくと、本混合物は急性毒性が低く、暴露適用条件下ではヒトの健

康への悪影響は予想されない。 

アジ化ナトリウム 

(CAS＊番号：26628-22-8) 

吸入 LC50
＊（ラット)：37mg/m3 

経皮 LD50
＊（ウサギ)：20mg/kg 

経口 LD50
＊（ラット)：27mg/kg 

エチレングリコール/エタンジオール 

(CAS＊番号：107-21-1) 

経皮 LD50
＊（マウス)：＞3500mg/kg 

経口 LD50
＊（ラット)：＞4500mg/kg 

プロクリン 

(CAS＊番号：55965-84-9) 

経口 LD50
＊（ラット)：53mg/kg 

皮膚腐食性/刺激性 利用可能な情報に基づく限り分類できない。 
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眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 利用可能な情報に基づく限り分類できない。 

呼吸器感作性又は皮膚感作性 利用可能な情報に基づく限り分類できない。 

生殖細胞変異原性 利用可能な情報に基づく限り分類できない。 

発がん性 利用可能な情報に基づく限り分類できない。 

生殖毒性 利用可能な情報に基づく限り分類できない。 

特定標的臓器毒性（単回暴露） 利用可能な情報に基づく限り分類できない。 

特定標的臓器毒性（反復暴露） 利用可能な情報に基づく限り分類できない。 

 

 

12. 環境影響情報 

 

12.1 生態毒性 

・ 成分の利用可能なデータはない。 

 

12.2 残留性と分解性 

・ 成分の利用可能なデータはない。 

 

12.3 生物蓄積性の可能性 

・ 成分の利用可能なデータはない。 

 

12.4 土壌中の移動性 

・ 成分の利用可能なデータはない。 

 

12.5 PBT＊/vPvB＊の評価結果 

・ 本混合物には、残留性、生物蓄積性及び毒性（PBT＊）、または非常に残留性かつ非常に生物蓄積性（vPvB＊）である

と考えられる 0.1％以上の成分は含まれていない。 

 

12.6 その他の悪影響： 

・ 成分の利用可能なデータはない。 

・ 環境に有害として分類されない 

 

 

13. 廃棄上の注意 

 

13.1 廃棄物処理方法 

製品及び残余廃棄物 内容物/容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者、もし

くは地方公共団体がその処理を行っている場合には、そこに業務を委託して処理

すること。 

廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処

理を委託すること。  

汚染容器及び包装 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って

適切な処分を行うこと。 

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 

 

 

14. 輸送上の注意 

 

14.1 国際規制 

陸上輸送 ADR＊(Directive94/55/EC)、RID＊(Directive96/49/EC)の輸送危険物質ではない。 

海上輸送 IMDG＊の輸送危険物質ではない。 

航空輸送 ICAO＊/IATA-DGR＊の輸送危険物質ではない。 

 

14.2 国内規制 

海上規制情報 船舶安全法の規定に従う 

航空規制情報 航空法の規定に従う 

陸上規制情報 毒物劇物取締法、消防法、高圧ガス取締法、安衛法等に定められている運送方法

の規定に従うこと。 
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15. 適用法令 

 

化学物質名：アジ化ナトリウム（Sodium Aside、CAS＊番号：26628-22-8、濃度：＜0.1% (0.03%)/15mM） 

化審法 非該当 

労働安全衛生法 名称等を表示すべき危険物及び有害物 

（ただし、1 重量％未満を含有する製剤その他の物のため適用除外） 

名称等を通知すべき危険物及び有害物 

（ただし、1 重量％未満を含有する製剤その他の物のため適用除外） 

危険物・爆発性の物 

労働基準法 疾病化学物質 

毒物及び劇物取締法 毒物（製剤を含む） 

（ただし、0.1％以下を含有するものを除くため適用除外） 

消防法 第 5 類自己反応性物質、金属のアジ化物 

（危険物政令第 1 条の 7 で定める試験において非該当） 

高圧ガス保安法 非該当 

水銀汚染防止法 非該当 

船舶安全法 毒物類・毒物 

航空法 毒物類・毒物 

水質汚濁防止法 非該当 

水道法 有害物質 

下水道法 非該当 

大気汚染防止法 非該当 

海洋汚染防止法 非該当 

悪臭防止法 非該当 

土壌汚染対策法 非該当 

ダイオキシン類対策特別措置法 非該当 

オゾン層保護法 非該当 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（廃掃法) 

産業廃棄物 

化学物質排出把握管理促進法 

（PRTR 法） 

第 1 種指定化学物質 

（1 重量％以上を含有する製剤） 

化学兵器禁止法 非該当 

食品衛生法 非該当 

麻薬及び向精神薬取締法 非該当 

カルタヘナ法 非該当 

 

 

化学物質名：プロクリン（ProClin、CAS＊番号：55965-84-9、濃度：＜0.0014％） 

化審法 非該当 

労働安全衛生法 非該当 

労働基準法 非該当 

毒物及び劇物取締法 非該当 

消防法 非該当 

高圧ガス保安法 非該当 

水銀汚染防止法 非該当 

船舶安全法 非該当 

航空法 非該当 

水質汚濁防止法 非該当 

水道法 非該当 

下水道法 非該当 

大気汚染防止法 非該当 

海洋汚染防止法 非該当 
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悪臭防止法 非該当 

土壌汚染対策法 非該当 

ダイオキシン類対策特別措置法 非該当 

オゾン層保護法 非該当 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（廃掃法) 

産業廃棄物 

化学物質排出把握管理促進法 

（PRTR 法） 

非該当 

化学兵器禁止法 非該当 

食品衛生法 非該当 

麻薬及び向精神薬取締法 非該当 

カルタヘナ法 非該当 

 

 

化学物質名：エチレングリコール/エタンジオール（Ethylene Glycol/Ethanediol、CAS＊番号：107-21-1、濃度：＜10%） 

化審法 優先評価化学物質 

労働安全衛生法 名称等を表示すべき危険物及び有害物 

（1 重量％以上を含有する製剤その他の物） 

名称等を通知すべき危険物及び有害物 

（1 重量％以上を含有する製剤その他の物） 

労働基準法 非該当 

毒物及び劇物取締法 非該当 

消防法 第４類引火性液体、第三石油類水溶性液体 

（ただし、可燃性液体量が 40％以下のものを除くため適用除外） 

高圧ガス保安法 非該当 

水銀汚染防止法 非該当 

船舶安全法 非該当 

航空法 非該当 

水質汚濁防止法 非該当 

水道法 非該当 

下水道法 非該当 

大気汚染防止法 揮発性有機化合物 

海洋汚染防止法 有害液体物質（Y 類物質） 

悪臭防止法 非該当 

土壌汚染対策法 非該当 

ダイオキシン類対策特別措置法 非該当 

オゾン層保護法 非該当 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（廃掃法) 

産業廃棄物 

化学物質排出把握管理促進法 

（PRTR 法） 

非該当 

化学兵器禁止法 非該当 

食品衛生法 非該当 

麻薬及び向精神薬取締法 非該当 

カルタヘナ法 非該当 
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16. その他の情報 

 

弊社が販売する試薬類は、試験研究用途向けに限定して販売しております。製品を取り扱う前に取扱説明書等を熟読

し、専門知識のある技術者、研究者がご使用ください。本 SDS 情報は、徹底的な調査及び/または研究によって得られた

ものであり、推奨は専門的判断の慎重な適用に基づいています。また包括的とみなされるものではなく、ガイドとしてのみ

使用されるべきものです。全ての物質及び混合物には、未知の危険性があるため注意して使用する必要があります。当

社では、実際の方法、量、使用条件等を管理することができないため、本書に記載されている取扱いまたは製品との接触

に起因する損害賠償責任は一切負いません。本 SDS の情報は、市場性や特定目的適合性の黙示の保証を含め、明示

的にも黙示的にもいかなる保証をするものではなく、また品質を特定するものでもありません。 

 

略語 

・ADR(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)：欧州危険物国際道路

輸送協定 

・CAS(Chemical Abstract Service)：ケミカル・アブストラクト・サービス 

・CLP(Regulation on Classification , Labelling and Packaging of substances and mixtures)：CLP 規則 

・IATA DGR(International Air Transport Association's Dangerous Goods Regulations)：国際航空運送協会危険物規則書 

・ICAO(International Civil Aviation Organization)：国際民間航空機関 

・IMDG Code(International Maritime Dangerous Goods)：国際海上危険物規定で定めたコード 

・IOELV(Indicative Occupational Exposure Limit Values)：職業上の暴露限界値 

・LC50(Median/50% Lethal Concentration)：半数(50%)致死濃度 

・LD50(Median/50% Lethal Dose)：半数(50%)致死量 

・PBT (Persistent bioaccumulative and toxic substances)：難分解性、生物蓄積性、毒性を示す性質あるいは物質 

・RID(Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)：欧州危険物国際鉄道輸送規則 

・SCBA（Self Contained Breathing Apparatus）：自給式空気呼吸器 

・vPvB(very Persistent and very Bio-accumulative)：極難分解性、極生物蓄積性を示す性質あるいは物質 

 

引用文献及び参照ホームページ等 

化学物質規制・管理実務便覧（化学物質管理実務研究会編集、新日本法規出版株式会社出版） 

NITE 化学物質総合情報提供システム（独立行政法人 製品評価技術基盤機構） 

https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhInput 

職場の安全サイト（厚生労働省） 

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx 

ezCRIC（日本ケミカルデータベース株式会社） 

 

以上 

https://ejje.weblio.jp/content/Self+Contained+Breathing+Apparatus
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhInput
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx

