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安全データシート 
レナプロ® Ｌ－ＦＡＢＰ テスト TMB 

ヒト L型脂肪酸結合蛋白（L－FABP）キット 

 

 

１．製品情報及び会社情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．危険有害性の要約 

 

製品としてデータなし。 

各構成試薬に含有している危険有害性を有する成分(危険有害物質)で以下の情報が報告されて

いる。 

 

危険有害物質１ ：エチレンジアミン四酢酸 

ＧＨＳ分類・・・該当 

  

製品名    ： 

一般名    ： 

製造販売元  ： 

製造販売元住所： 

担当部門（住所）： 

 

電話番号   ： 

ＦＡＸ番号  ： 

レナプロ® Ｌ－ＦＡＢＰ テスト TMB 

ヒト L 型脂肪酸結合蛋白（L－FABP）キット 

シミックホールディングス株式会社 

東京都港区芝浦１－１－１ 浜松町ビルディング 

L-FABP 事業部（東京都文京区湯島 2-16-10 マスビ

ル 2F） 

03－6779－8017 

03－3830－5455 
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注意喚起語：危険 

健康有害性 

 

：急性毒性（経口） 

：眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 

：生殖毒性 

：特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） 

；区分 5 

；区分 2B 

；区分 2 

；区分 1（腎臓） 

環境有害性 ：水生環境有害性（急性） 

：水生環境有害性（長期間） 

；区分 2 

；区分２ 

〈危険有害性情報〉 

眼刺激、生殖能力又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓

器の障害（腎臓）、水生生物に毒性、長期的影響により水生生物に毒性。 

〈注意書き〉 

【安全対策】使用前に取扱説明書を入手すること。すべての安全注意を読み理解するまで取

扱わないこと。粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

取扱い後はよく手などをよく洗うこと。この製品を使用する時に、飲食又は喫

煙をしないこと。環境への放出を避けること。適切な保護手袋、保護衣、保護

眼鏡、保護面を着用すること。 

【応急処置】眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用して

いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ばく露又はそ

の懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。気分が悪い時は、医師の

手当て、診断を受けること。 

【保  管】施錠して保管すること。 

【廃  棄】内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託する

こと。 

 

危険有害物質２ ：アジ化ナトリウム 

    

注意喚起語：危険 

GHS 分類・・・該当 

健康有害性 

 

：急性毒性（経口） 

：急性毒性（経皮） 

：皮膚腐食性・刺激性 

：眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 

：発がん性 

；区分 2 

；区分 1 

；区分 1C 

；区分 1 

；区分外 
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：特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露） 

：特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） 

；区分 1（循環器系） 

；区分 1（循環器系、肝臓） 

環境有害性 ：水生環境有害性（急性） 

：水生環境有害性（長期間） 

；区分 1 

；区分 1 

〈危険有害性情報〉 

飲み込むと生命に危険（経口）、皮膚に接触すると生命に危険 （経皮）、重篤な皮膚の薬傷・眼

の損傷、重篤な眼の損傷、心血管系、肺、中枢神経系、全身毒性の障害、長期にわたる、または、

反復ばく露により中枢神経系、心血管系、肺の障害、水生生物に非常に強い毒性、長期的影響に

より水生生物に非常に強い毒性。 

〈注意書き〉  

【安全対策】取扱い後はよく手を洗うこと。この製品を使用する時に、飲食または喫煙をし

ないこと。眼、皮膚、または衣類に付けないこと。粉じん、ヒューム、蒸気、

スプレーを吸入しないこと。適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着

用すること。環境への放出を避けること。 

【応急処置】飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。飲み込んだ場合、口をすすぐこ

と。皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸でやさしく洗うこと。皮膚に付着し

た場合、直ちに医師に連絡すること。直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこ

と、取り除くこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。飲み

込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。皮膚または髪に付着し

た場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。皮膚を流

水、シャワーで洗うこと。吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しや

すい姿勢で休息させること。皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込ん

だ場合、吸入した場合は、直ちに医師に連絡すること。眼に入った場合、水で

数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せ

る場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ばく露した場合、医師に連絡

すること。気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。漏出物を回収

すること。 

【保  管】施錠して保管すること。 

【廃  棄】内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託

すること。 

 

危険有害物質 3 ：過酸化水素 

危険      
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ＧＨＳ分類・・・該当 

物理化学的危険性：酸化性液体：区分 1 

健康有害性 

 

：急性毒性（経口） 

：急性毒性（経皮） 

：急性毒性（吸入：蒸気） 

：皮膚腐食性・刺激性 

：眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 

：生殖細胞変異原性 

：発がん性 

：生殖毒性 

：特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露） 

：特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） 

；区分４ 

：区分５ 

；区分３ 

；区分 1A-1C 

；区分 1 

；区分外 

；区分外 

；区分 2 

；区分 1（呼吸器、中枢神経系）  

；区分 1（肺）、区分 2（血液） 

環境有害性 ：水生環境有害性（急性） 

：水生環境有害性（長期間） 

；区分２ 

；区分外 

〈危険有害性情報〉 

火災又は爆発のおそれ：強酸化性 

飲み込むと有害（経口）、皮膚に接触すると有害のおそれ（経皮） 、吸入すると有毒（蒸

気）、重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

の疑い、呼吸器・中枢神経系の障害、長期又は反復ばく露による肺の障害、長期又は反復

ばく露による血液の障害のおそれ、水生生物に毒性。 

〈注意書き〉 

【安全対策】すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。使用前に取扱説明書

を入手すること。この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。熱か

ら遠ざけること。裸火または他の着火源に噴霧しないこと。防火服、防災服、

耐火服を着用すること。適切な保護手袋、保護面を着用すること。屋外又は換

気の良い区域でのみ使用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。衣類及び他の可燃物から遠ざけること。環境へ

の放出を避けること。 

【応急処置】火災の場合には適切な消火方法をとること。大火災及び大量の場合、区域より

退避させ、爆発の危険性により遠くから消火すること。吸入した場合、空気の

新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。飲み込んだ場合、

口をすすぐこと。眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクト

レンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。皮膚（または髪）に付着した

場合、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。皮膚を流水、

シャワーで洗うこと。衣類にかかった場合、服を脱ぐ前に、直ちに汚染された

衣類及び皮膚を多量の水で洗うこと。汚染された保護衣を再使用する場合には
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洗濯すること。ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受ける

こと。飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

口をすすぐこと。眼に入った場合、直ちに医師の診断、手当てを受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。吸入した場合、直ちに医

師の診断、手当てを受けること。 

【保  管】可燃物、その他の禁忌物質から離して保管すること。容器を密閉して換気の良

い場所で施錠して保管すること。 

【廃  棄】内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委

託すること。 

 

危険有害物質 4 ：硫酸 

危険    

ＧＨＳ分類・・・該当 

危険性：分類なし 

健康有害性 

 

：急性毒性（経口） 

：急性毒性（吸入：ミスト） 

：皮膚腐食性・刺激性 

：皮膚感作性 

：生殖毒性 

：眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 

：特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露） 

：特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） 

；区分５ 

；区分２ 

；区分 1A-1C 

；区分外 

；区分外 

；区分 1 

；区分 1（呼吸器系） 

；区分 1（呼吸器系）  

環境有害性 ：水生環境有害性（急性） 

：水生環境有害性（長期間） 

；区分３ 

；区分外 

〈危険有害性情報〉 

飲み込むと有害のおそれ（経口）、吸入すると生命に危険 （ミスト）、重篤な皮膚の薬傷・眼の

損傷、重篤な眼の損傷、呼吸器系の障害、長期又は反復ばく露による呼吸器系の障害、水生生物

に有害。 

〈注意書き〉  

【安全対策】適切な呼吸用保護具を着用すること。適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保

護面を着用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。使用中に吸

入されうる粒子が発生するかもしれない場合は、ミストを吸入しないこと。屋

外又は換気の良い区域でのみ使用すること。取扱い後はよく手を洗うこと。こ
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の製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。環境への放出を避けるこ

と。 

【応急処置】飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。皮膚又は毛に付着

した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流

水又はシャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。

吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で

休息させること。眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コン

タクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続

けること。皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込んだ場合、吸入した

場合は、直ちに医師に連絡すること。気分が悪い時は、医師の手当て、診断を

受けること。 

【保  管】施錠して保管すること。容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。  

【廃  棄】内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業  

者に業務委託すること。  
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３．組成、成分情報 

 

化学物質・混合物の区別：混合物 

化学名又は一般名：体外診断用医薬品 一般名：ヒト L 型脂肪酸結合蛋白（L－FABP）キット 

 

構成試薬名 

危険有害性を有する成分の

化学名又は一般名 

化学物質排出把

握管理促進法 

（ＰＲＴＲ） 

労働安全 

衛生法 

毒劇および

劇物取締法 

各構成試薬中の濃

度又は濃度範囲 

（含有率％） ＣＡＳ No. 

前処理液 
エチレンジアミン四酢酸※１） 

× － － 0.29% 
60-00-4 

反応緩衝液 
アジ化ナトリウム※２） 

× × × 0.1% 
26628-22-8 

酵素標識抗体 － － － － － 

酵素基質液 

過酸化水素※3） 

－ × × 1％未満 
7722-84-1 

洗浄剤 － － － － － 

反応停止液 

硫酸※4） 

－ 

・名称等を

通知すべき

有害物 

・特定化学

物質第３類 

・腐食性液

体 

× 4.9% 

7664-93-9 

標準緩衝液

（0ng/mL） 

アジ化ナトリウム※２） 
× × × 0.05% 

26628-22-8 

標準 L－FABP  

（400ng/mL） 

アジ化ナトリウム※２） 
× × × 0.05% 

26628-22-8 

                 －…法に該当しない 

                         ×…法に該当する成分であるが、適用外 

※1）エチレンジアミン四酢酸は化学物質排出把握管理促進法（PRTR）に基づく第一種指定化

学物質であるが、1％未満のため、法の適用外。 

※2）アジ化ナトリウムは毒物及び劇物取締法対象物質であるが、0.1％以下であるため、法の

適用外。化学物質排出把握管理促進法（PRTR）に基づく第一種指定化学物質であるが、1％未

満のため、法の適用外。又、労働安全衛生法対象物質であるが、1％未満のため、法の適用外。 
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※３）過酸化水素は労働安全衛生法対象物質であるが、1％未満のため、法の適用外。又、毒物

及び劇物取締法対象物質であるが、6％以下であるため、法の適用外。 

※４）硫酸は毒物及び劇物取締法対象物質であるが、10％以下のため、法の適応外。 

 

４．応急処置 

 

●吸入した場合 

 

●皮膚に付着した場

合 

●眼に入った場合 

 

 

●飲み込んだ場合 

：直ちに患者を新鮮な空気のところに移し、毛布などで保温し、速

やかに医師の手当てを受ける。 

：直ちに付着または接触した部分を多量の水で十分に洗い流す。外

観変化や痛みが生じた場合は医師の手当てを受ける。 

：直ちに大量の水で洗い流す。コンタクトレンズを着用していて容

易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。外観変化

や痛みが生じた場合には、医師の手当てを受ける。 

：口の中を水でよく洗い流し、速やかに医師の手当てを受ける。 

 

５．火災時の措置 

 

●消火剤 

●消火方法 

 

●特有の危険有害性 

 

：水、二酸化炭素、粉末、泡 

：直ちに消火剤で消火する。周辺火災は容器を安全な場所に移

動する。移動が困難な場合は、容器及び周囲に散水し消化する。 

：火災時に強熱されると刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発

生するおそれがある。 

 

６．漏出時の措置 

 

●人体に関する注意事項、

保護具及び緊急措置 

●封じ込め及び浄化の方

法及び機材 

●環境に対する注意事項 

：ばく露防止のため保護具（手袋、マスク、保護衣、ゴーグル

等）を着用して作業を行い、接触を防止する。 

：不燃性吸着剤で回収する。回収後、汚染された場所及びその

周囲を多量の水で洗い流す。 

：河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 

 

７．取り扱い及び保管上の注意 

 

１）取扱い（接触回避） 

●眼、皮膚及び衣服に触れないように、適切な保護具を着用する。取扱い後は、手洗い、洗顔

を十分に行う。 
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●構成試薬には動物血液成分を含む物があるので取扱いに注意する。 

●反応停止液は強酸性（1N硫酸）のため衣服・皮膚等への接触には十分に注意する。 

２）安全な保管条件：試薬は 2～8℃で保管する（凍結を避けて保存する）。 

３）その他：該当法規に従って取扱及び保管をする。 

 

８．ばく露防止及び保護措置 

 

各構成試薬に含有している危険有害性を有する成分(危険有害物質)で、以下の情報が報告されて

いる。 

 

危険有害物質１ エチレンジアミン四酢酸 

●管理濃度：設定されていない。 

●許容濃度 

・日本産業衛生学会（2009 年度版）：記載なし。 

・ACGIH（2006 年度版）：記載なし。 

 

危険有害物質２ アジ化ナトリウム 

●管理濃度：設定されていない。 

●許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標） 

・日本産業衛生学会（200９年度版）：設定されていない。 

・ACGIH （200９年度版）ＳＴＥＬ（C）：0.29 mg/m３（アジ化ナトリウムとして） 

 

危険有害物質 3 過酸化水素 

●管理濃度：設定されていない。 

●許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標） 

・日本産業衛生学会（2005 年度版）：未設定 

・ACGIH（2005 年度版）：（TLV-TWA）：1ppm Ａ３ 

 

危険有害物質 4 硫酸 

●管理濃度：設定されていない。 

●許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標） 

・日本産業衛生学会（2005 年度版）：1 mg/ｍ３ 最大許容濃度 

・ACGIH（2005 年度版）：（TLV-TWA）0.2 mg/ｍ３ A2（無機強酸ミスト中の含まれる

硫酸） 

 

製品のばく露防止及び保護措置 
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保護具 

呼吸器用の保護具：保護マスク 

手の保護具：保護手袋 

目の保護具：保護眼鏡、ゴーグル等 

皮膚及び身体の保護具：保護服（長袖作業衣） 

設備対策 

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の喚起を行う。 

衛生対策 

取扱い後は、手洗い、洗顔を十分に行う。 

 

９．物理的及び化学的性質 

 

■各構成試薬の物理的及び化学的性質 

前処理液 

○形状：液体 

○臭い：わずかに臭い 

○pH：データなし 

○沸点：100℃ 

○引火点：データなし 

○爆発範囲の上限・下限：データなし 

○蒸気圧：データなし 

○比重（相対密度）：データなし 

○水溶性：水に可溶 

○n-オクタノール／水分配係数：データなし 

反応緩衝液 

○形状：液体 

○臭い：データなし 

○pH：7.5 

○沸点：100℃ 

○引火点：データなし 

○爆発範囲の上限・下限：データなし 

○蒸気圧：データなし 

○比重（相対密度）：データなし 

○溶解度：水に可溶 

○n-オクタノール／水分配係数：データなし 

酵素標識抗体 
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○形状：液体 

○臭い：データなし 

○pH：7.2 

○沸点：データなし 

○引火点：データなし 

○爆発範囲の上限・下限：データなし 

○蒸気圧：データなし 

○比重（相対密度）：データなし 

○水溶性：水に可溶 

○n-オクタノール／水分配係数：データなし 

酵素基質液 

○形状（色）：液体（淡黄色） 

〇臭い：無臭 

○pH：3.35～3.75 

○沸点：データなし 

〇自然発火温度：データなし 

○引火点：データなし 

○可燃性（固体、ガス）：可燃性ではない 

○爆発性：爆発性ではない 

〇蒸気圧：データなし 

〇蒸気密度：データなし 

〇水溶性：水に可溶 

○n-オクタノール／水分配係数：データなし 

〇比重（相対密度）：1.01 

○融点：データなし 

〇凝固点：データなし 

〇蒸発速度：データなし 

〇粘度：データなし 

洗浄剤 

○形状：液体 

○臭い：データなし 

○pH：7.5 

○沸点：100℃ 

○引火点：データなし 

○爆発範囲の上限・下限：データなし 

○蒸気圧：データなし 
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○比重（相対密度）：データなし 

○水溶性：水に可溶 

○n-オクタノール／水分配係数：データなし 

反応停止液（１N硫酸） 

○形状：液体 

○臭い：データなし 

○pH：データなし（強酸性） 

○沸点：データなし 

○引火点：データなし 

○爆発範囲の上限・下限：データなし 

○蒸気圧：データなし 

○比重（相対密度）：データなし 

○水溶性：水に可溶 

○n-オクタノール／水分配係数：データなし 

標準緩衝液（0ng／mL） 

○形状：液体 

○臭い：データなし 

○pH：7.4 

○沸点：100℃ 

○引火点：データなし 

○爆発範囲の上限・下限：データなし 

○蒸気圧：データなし 

○比重（相対密度）：データなし 

○水溶性：水に可溶 

○n-オクタノール／水分配係数：データなし 

標準 L－FABP（400ng／mL） 

○形状：液体 

○臭い：データなし 

○pH：7.4 

○沸点：データなし 

○引火点：データなし 

○爆発範囲の上限・下限：データなし 

○蒸気圧：データなし 

○比重（相対密度）：データなし 

○水溶性：水に可溶 

○n-オクタノール／水分配係数：データなし 
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１０．安定性及び反応性 

 

●本製品の安定性：2℃から 8℃で 6 ヶ月間安定である。 

●反応性：自己反応性なし。 

●危険有害な分解生成物：アジ化ナトリウムは、金属との接触で爆発性化合物を生成する。また、

酸と反応し有毒なアジ化水素を生じる。 

 

１１．有害性情報 

 

■構成試薬毎での有害性情報は確認していないが、各構成試薬に含有している危険有害性を有

する成分（危険有害物質）で以下の有害性情報が確認されている。 

 

エチレンジアミン四酢酸 

急性毒性（経口） 

急性毒性（経皮） 

急性毒性（吸入 蒸気） 

急性毒性（吸入及びミスト） 

皮膚腐食性・刺激性 

眼に対する重篤な損傷・刺激性 

 

呼吸器感作性 

皮膚感作性 

生殖細胞変異原性 

 

 

 

発がん性 

生殖毒性 

 

特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露） 

特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） 

吸引性呼吸器有害性 

：ラット LD50の最小値； 2.580 mg/kg  

：データなし 

：ラット 20℃の飽和空気中で 8 時間生存。 

：分類できない 

：ウサギ 皮膚刺激性なし 

：ウサギ 浮腫、発赤、角膜混濁、8 日で消

滅 

：データなし 

：データなし 

：生殖細胞 in vivo 経世代変異原性／変異原性

試験なし 

：体細胞 in vivo 変異原性試験なし 

：生殖細胞 in vivo 遺伝毒性試験なし 

：データなし 

：マウス及びマウスの催奇性試験で母毒性あ

り 

：データなし 

：腎臓標的臓器：ヒトで尿細管障害 

：データなし 

 

アジ化ナトリウム 

急性毒性（経口） ：ラット LD50；45 mg/kg 
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急性毒性（経皮） 

 

急性毒性（吸入） 

皮膚腐食性・刺激性 

眼に対する重篤な損傷刺激性 

呼吸器感作性または皮膚感作性 

生殖細胞変異原性 

発がん性 

生殖毒性 

特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露)  

特定標的臓器・全身毒性 (反復ばく露) 

 

吸引性呼吸器有害性 

（DFGOT vol.20(2003)） 

：ウサギ LD50；20mg/kg 

（ACGIH(2001)） 

：吸入（粉じん）ラット LC50；37 mg/m３ 

：ウサギ 0.5ｇ；4 時間で腐食性を示した 

：皮膚腐食性と同様 

：データなし 

：データなし 

：データなし 

：分類できない 

：循環器系の障害 

：長期または繰り返しのばく露による循環器

系、肝臓の障害 

：データなし 

 

過酸化水素 

急性毒性（経口） 

 

急性毒性（経皮） 

急性毒性（吸入） 

皮膚腐食性・刺激性 

眼に対する重篤な損傷／眼刺激性 

呼吸器感作性または皮膚感作性 

生殖細胞変異原性 

発がん性 

生殖毒性 

 

特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露) 

特定標的臓器・全身毒性 (反復ばく露) 

 

吸引性呼吸器有害性 

：ラット LD50；311mg/kg 飲み込むと有

害 

：皮膚に接触すると有害のおそれ 

：吸入すると有毒 

：重篤な皮膚の薬傷 

：重篤な眼の損傷 

：データなし 

：区分外 

：区分外 

：生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑

い 

：呼吸器、中枢神経系の障害 

：長期または繰り返しのばく露による呼吸器

系の障害、血液の障害のおそれ 

：データ不足（分類できない） 

 

硫酸 

急性毒性（経口） 

急性毒性（経皮） 

急性毒性（吸入） 

：ラット LD50；2140 mg/kg 

：データなし 

（蒸気）：データなし 
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皮膚腐食性・刺激性 

眼に対する重篤な損傷／眼刺激性 

 

 

呼吸器感作性または皮膚感作性 

生殖細胞変異原性 

発がん性 

生殖毒性 

特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露) 

 

 

 

 

特定標的臓器・全身毒性 (反復ばく露) 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸引性呼吸器有害性 

（ミスト）：ラット LC50（4 時間ばく露）；

0.375 mg/L及び（1時間ばく露）；347ppm

（4 時間換算値：0.347 mg/L） 

：腐食性物質（GHS 分類基準） 

：ヒトでの事故例･･･前眼房の溶解を伴う眼の

重篤な損傷、ウサギの眼･･･5％液で中等度、

10％液では強度の刺激性 

：データなし 

：分類できない 

：分類できない 

：区分外 

：ヒト低濃度吸入ばく露；咳、息切れ（気道

刺激）（DFGOT2001） 

：ヒト高濃度吸入ばく露；咳、息切れ、血痰

排出（急性症状）、肺機能低下、繊維化、気腫

（ATSDR1998） 

：モルモット 8 時間ばく露；肺出血、機能障

害（ATSDR1998） 

：ラット 28 日間吸入ばく露；喉頭粘膜細胞

増殖（SIDS2001） 

：モルモット 14～139 日間反復吸入ばく露

試験；気道及び肺障害（ATSDR1998） 

：カニクイザル 78 週間吸入ばく露試験

（0.048 mg/L、23.5 Hr/DAY）；肺の細気

管支に細胞の過形成、壁の肥厚 

：データなし 

 

１２．環境影響状況 

 

■各構成試薬に含有している以下の危険有害性を有する成分(危険有害物質)で以下の情報が報

告されている。 

 

危険有害物質１ エチレンジアミン四酢酸 

水生環境急性有害性：区分 3；魚類（ブルーギル）の 96 時間 LC50 = 41mg/L（EU-RAR， 

2005 他） 

水生環境慢性有害性：区分 3；慢性毒性データを用いた場合、急速分解性がないが（4 週間で
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の BOD による分解度：0％）、甲殻類（オオミジンコ）の 21 日間 NOEC = 5.5 mg/L（環境

省生態影響試験，2002 他）。慢性毒性データが得られていない。栄養段階に対して急性毒性デ

ータを用いた場合、急速分解性がない。（4 週間での BOD による分解度：0％）、魚類（ブルー

ギル）の 96 時間 LC50 = 41 mg/L（EU-RAR，2005 他）。 

危険有害物質２ アジ化ナトリウム 

水生環境急性有害性：区分 1；藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）での 96 時間 ErC50 

= 348μg/L（AQUIRE，2010） 

水生環境慢性有害性：区分 1；生物蓄積性が低いと推定されるものの log Kow≦0.3、急速

分解性がない。直接測定（HPLC）による分解度 1%（既存化学物質安全性点検データ） 

危険有害物質 3 過酸化水素 

水生環境急性有害性：区分 2；甲殻類（ミジンコ）の 48 時間 EC50=2.4mg/L 

水生環境慢性有害性：区分外；水中で速やかに分解 

危険有害物質 4 硫酸 

水生環境急性有害性：区分 3；魚類（ブルーギル）の 96 時間 LC50=16-28mg/L 

水生環境慢性有害性：区分外；水溶液が強酸となることが毒性の要因と考えられるが、環境水

中では緩衝作用により毒性影響が緩和される。 

 

１３．廃棄上の注意 

 

●反応停止液は強酸性（1N硫酸）のため廃棄には充分に注意する。 

●反応緩衝液、標準緩衝液、標準 L-FABP は防腐剤としてアジ化ナトリウムを含む。廃棄する

際には爆発性の金属製アジドが生成されないように、大量の水で希釈して流す。 

●試薬及び容器等を廃棄する場合は、（国、都道府県知事、市町村の）廃棄物に関する規定に従

って、医療廃棄物又は産業廃棄物等区別して処理する。又は都道府県知事等の許可を受けた専門

の廃棄物処理業者に業務委託する。 

●残余廃棄物は大量の水で流し、使用した汚染容器は水で十分に洗浄し、（国、都道府県知事、

市町村の）廃棄物に関する規定に従って処理する。又は都道府県知事等の許可を受けた専門の廃

棄物処理業者に業務委託する。 

 

１４．輸送上の注意 

 

●直射日光を避け、2～8℃で輸送する。 

●容器の落下、衝撃等により破損しないように丁寧に取り扱う。 

●容器漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実に

行う。 

●船舶安全法、航空法及びその他法令に定められた注意事項に従う。 
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１５．適用法令 

 

●化審法 旧第 3 種監視化学物質（法令第 2 条第 6 項）；アジ化ナトリウム 

●労働安全衛生法 ：名称等を通知すべき危険物及び有害物；アジ化ナトリウム（但

し本製品に於いては、含有量が 1％未満のため、適応外）（法第

57 条の 2、政令第 18 条の 2 別表第 9） 

：名称等を通知すべき有害物；硫酸、過酸化水素（但し本製品に

於いては、過酸化水素含有量が 1％未満のため、適応外）（法第

57 条の 2、施行令第 18 条の 2 別表第 9） 

：腐食性液体；硫酸（労働安全衛生規則第 2 条第 1 項第 326 条） 

：特定化学物質第３類物質；硫酸（特定化学物質障害予防規則第

2 条第 1 項第 6 号） 

●毒物及び劇物取締法 ：指定法令第 1 条 毒物；アジ化ナトリウム及びこれを含有する

製剤（但し本製品に於いては、含有量が 0.1％以下の製品のため、

適応外） 

：指定法令第 2 条別表２ 劇物；過酸化水素（但し本製品に於い

ては、含有量が 6％以下のため、適応外） 

：指定法令第 2 条別表２ 劇物；硫酸（但し本製品に於いては、

含有量が 10％以下のため、適応外） 

●化学物質排出把握管

理促進法（ＰＲＴＲ） 

：第一種指定化学物質；アジ化ナトリウム（但し本製品に於いて

は、含有量が 1％未満のため、適応外） 

：第一種指定化学物質；エチレンジアミン四酢酸（但し本製品に

於いては、含有量が 1％未満のため、適応外） 

 

１６．その他の情報 

 

参考資料 

1） 経済産業庁ホームページ（化学物質排出把握管理促進法） 

2） （財）化学物質評価研究機構ホームページ 

3） 労働安全情報センターホームページ（中央労働災害防止協会） 

4） (独)製品評価技術基盤機構 ホームページ 

5）国際化学物質安全性カード（ICSC）ホームページ 

 

※記載内容については、現時点で弊社が入手できる資料等に基づいて作成したものですが、す

べての情報を網羅しておりませんので、製品の取り扱いの際には十分注意してください。 


