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SDS 製品安全データーシート 

Oragene・ONE ON-500, ON-500.xxx, ON-600 

 

1. 化学品及び会社情報 
GHS 製品分類      ：Oragene・ONE ON-500, ON-500.xxx, ON-600 

その他の識別           ：該当なし 

製品状態        ：液体 

物質または混合物の適切な特定された用途や推奨されない用途 

特定された用途        ：採取キットによる DNA の安定化 

会社名               ：株式会社協同インターナショナル 

住  所                ：神奈川県川崎市宮前区宮崎二丁目 10 番 9 月号 

担当部門              ：企画開発室 

連絡先電話番号         ：(044)853-2958     

ＦＡＸ番号       ：(044)854-1979 

Email          ：kikaku@kyodo-inc.co.jp 

 

2. 危険有害性の要約 
OSHA/HCS status ：OSHA Hazard Communication Standard（29 CFR 1910.1200）基準     

により内容物は危険物とみなされる。 

混合物等の分類      ：引火物質 カテゴリー3 

     重篤な眼の損傷/炎症 カテゴリー2A 

     

GHS ラベル要素 

危険ラベル  ：  

注意喚起語       ：警告 

危険有害性情報  ：H226- 引火性液体とガス 

    H319- 重篤な眼の損傷 

注意書き 

予防  ：P280- 保護グローブ、マスク、メガネ着用 

P210- 熱、高温面、火花、火気その他の発火物やタバコなどからは離れ
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た場所で保管 

P241- 防爆された機器、換気装置、電灯等を使用 

   P242- 着火を促す物は使用しない 

P243- 静電防止の対策を取る 

P233- 容器の蓋をしっかり閉める 

P264- 使用後は良く手を洗浄すること 

対処          ：P303 + P361 + P353- 皮膚や髪に付着した場合、付着した服などをすぐ

に脱ぎ、大量の水で洗い流す。 

P305＋P351 + P338- 眼に入った場合、数分間注意しながら水で洗い流

し。もしコンタクトを装着しており、簡単に外せるなら、コンタクトを

外し、洗浄を続ける。 

P337 + P313- 眼に刺激が残る場合、医師の診療を受ける。 

保管                   ：P403- 良く換気された環境で保管 

                        P235- 涼しい場所で保管 

廃棄          ：P501- 使用する地方自治体の法令に従い、内容物、容器を破棄する。 

分類されていない危険有害性(HNOC)：知見なし 

 

3. 組成及び成分情報 
原材料／混合物   ：混合物 

分類のその他の手段   ：該当なし 

成分名 濃度(％) CAS 番号 

エタノール ＜24 64-17-5 

守秘義務又はバッチ間変動による濃度範囲を表示 

メーカーの現在の知見においてまたは適応する濃度が健康や環境に危険分類される成分はない。 

職業暴露限界はセクション 8 に掲載。 

 

4. 応急措置 
必要とされる応急処置の記述 

眼           ：すぐに大量の水で目全体を少なくとも 20 分以上洗い流す。この際コン

タクトレンズは外すこと。医師に相談すること。 

吸気          ：新鮮な空気を吸える環境に移動し、呼吸が楽にできるようにする。適

切な呼吸が確保できていない場合、熟練者により人工呼吸器や酸素供

給を行うように処置する。マウストゥマウスによる人工呼吸は危険な

ため注意すること。意識がない場合は至急医療機関にかかること。常



PD-MSDS-00005 
発行日 2016 年 1 月 30 日 Ver4 

    

 
輸入販売元：株式会社協同インターナショナル  

〒216－0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎 2-10-9  Tel: 044-853-2958 Fax:044-854-1979   
Email: kikaku@kyodo-inc.co.jp  URL: www.kyodo-inc.co.jp 

 
 

に気道を確保すること。 

皮膚          ：皮膚にふれた場合は、大量の水で洗い流すこと。また何らかの症状が

現れた場合は、医師に相談すること。また衣服や靴に付いた場合は、

良く洗い流してから再利用すること。 

誤飲          ：水で口をよくすすぐこと。飲み込んだ場合、少量の水を飲ませる。医

療関係者の指示がない限り、無理やり吐かせたりしないこと。また意

識がない人に対しては何も与えず、すぐに医療機関にかかること。 

 

最も重要な急性及び慢性の症状及び影響 

 急性的な健康被害 

 眼への接触       ：目への重度の炎症 

 吸気          ：重大な影響、致命的な症状をもたらす可能性は低い。 

 皮膚への接触     ：重大な影響、致命的な症状をもたらす可能性は低い。 

 誤飲         ：重大な影響、致命的な症状をもたらす可能性は低い。 

過度の接触と症状 

眼への接触      ：下記を含む有害な症状をもたらす可能性あり 

            痛みや炎症 

            涙目 

            赤目 

吸引           ：重大な影響、致命的な症状をもたらす可能性は低い。 

皮膚への接触        ：重大な影響、致命的な症状をもたらす可能性は低い。 

誤飲            ：重大な影響、致命的な症状をもたらす可能性は低い。 

 

至急医師の診断、処置が必要な場合 

 医師への注意点    ：燃焼により発生した成分を吸引した場合、症状は遅れて発症する可能

性がある。吸引した場合は、48 時間は医師の観察化にあることが望ま

しい。 

 特別な処置      ：特別な処置はない。 

 応急処置を行う方に  ：マウストゥマウスでの人工呼吸は危険を伴うのでできるだけ避けるこ

と。 

セクション 11 の毒性情報を参照すること。 

 

5. 火災時の措置 
消火剤 
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適切な消火剤      ：ドライケミカル、CO2、ウォータースプレイ又は泡状物質 

消火剤として不適切なもの：ウォータージェットや水をベースとした消火剤 

化学物質から生じる有害物質：引火性の溶液または気化物質。下水へ流すことは引火や爆発の可能

性がある。火中や加熱下においては、圧力上昇により暴発や爆発に

及び可能性がある。 

 

 熱により生じる有害物質 ：下記の通り 

              二酸化炭素、一酸化炭素、酸化窒素、酸化物 

特別な措置方法      ：危険な状況でなければ、火気から容器を遠ざける。適切なトレーニ

ングを受けていなかったり、人的危険を冒すような措置はしないこ

と。危険が及び事がなければ、火から遠ざけること。ウォータース

プレーなどを使用して容器を冷やす。 

消防者のための保護    ：消防者は陽圧モードのフルフェイスマスクなど適切な装備を装着し

て対処する。 

6. 漏出時の措置 
予防、保護と緊急対応 

 緊急対応者でない場合  ：適切なトレーニングを受けていなかったり、人的危険を冒すような

措置はしない。危険な場所から退避する。不要、不防御の人員が現

場に近づかないようにする。漏洩した物質を触らない。すべての着

火源を消し、その場において火気がないようにする。気化物質など

吸引しないようにし、換気を十分に行う。十分な換気が得られない

場合は適切な呼吸器を装着する。保護装備を装着する。 

 緊急対応者の場合    ：漏出物質を取り扱うのに特別な保護服が必要な場合はセクション 8

にある適切、不適切な装備を確認すること。また上記の「緊急対応

者でない場合」も参照すること。 

 環境への処置      ：漏洩物質の拡散や土壌、下水に直接流すことを避ける。環境に影響

をもたらすような事態が起きた場合は責任者に報告する。 

汚染物質の洗浄方法       

漏洩          ：危険な状態でなければ、漏洩を止める。容器を漏えいした場所から

遠ざける。この際防爆、火花を発しない工具を使用すること。処理

は風上から行うこと。下水や水源、地下や密閉された場所に流れ込

まないようにすること。漏洩したものは廃液容器に入れるか、次の

方法で処理すること。不燃で吸収力のある物質（例：砂、土、硅石、

珪藻土）などで漏洩物質を回収し、自治体の法令に従って処分する
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（セクション 13 参照）。処分は資格をもった契約者により処分する

こと。汚染物質を含んだ物質は漏洩物質と同様に処分する必要があ

る。注意：接触に対する応急処置についてはセクション 1 を、廃棄

方法についてはセクション 13 を参照すること 

 

7. 取扱い及び保管上の注意 
安全な取扱いのための注意点 

防護          ：適切な防護服などを使用すること(セクション 8 を参照)。絶対に製品

を口にしないこと。目、皮膚、衣服などに触れないようにすること。

使用する時は十分な換気を確保すること。十分な換気を確保できな

い場合は、適切な呼吸器などを使用すること。十分な換気が得られ

ない限り、保管場所や密閉した環境に立ち入らないこと。未使用品

は、オリジナルの容器に入れた状態で保管するか、適切な容器に入

れて保管すること。防爆処理した装置（換気、電気、工具）を使用

すること。火花の発しない工具を使用すること。帯電防止の処置を

行うこと。製品が残っている容器は汚染の原因になり兼ねないので

注意すること。容器は再利用しないこと。 

一般的な衛生管理    ：製品を取り扱う場所では飲食、喫煙は避けること。作業者は飲食喫

煙をする前に手や顔を良く洗うこと。衛生管理についてはセクショ

ン 8 を参照すること。 

安全な保管条件     ：自治体の法令に従い保存すること。許可を得て分別された場所で保

管すること。直射日光が当たる場所を避け、乾燥した換気された場

所に保管すること。また食品や飲料があるようなふさわしくない場

所に保管しないこと（セクション 10 を参照）。保管場所は鍵をかけ

ること。発火物質や参加を促す物質の近くに置かないこと。使用す

るまで容器はしっかり封をしておくこと。漏洩を防ぐために容器は

田らしく扱うこと。ラベル表記がない商品は使用しないこと。環境

汚染を避けるために適切な保管を行うこと。使用前にセクション 10

の不適合物質を参照すること。 

 

8. ばく露防止及び化学的性質 
管理パラメーター 

適切な技術管理      ：十分な換気のもと行うこと。囲いや不十分や換気などは作業者を汚

染した空気などに曝す危険があるので注意すること。ガスや蒸気、



PD-MSDS-00005 
発行日 2016 年 1 月 30 日 Ver4 

    

 
輸入販売元：株式会社協同インターナショナル  

〒216－0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎 2-10-9  Tel: 044-853-2958 Fax:044-854-1979   
Email: kikaku@kyodo-inc.co.jp  URL: www.kyodo-inc.co.jp 

 
 

粒子濃度などできるだけ低く保つこと。防爆換気設備を使用するこ

と。 

環境曝露管理       ：換気口からの放出や作業工程で使用する装置は環境保護要求事項に

対応していることを定期的に検査する必要がある。 

各保護方法 

 衛生処置        ：化学物質を扱った後、飲食、喫煙、手洗いの使用前、作業後は手、

腕、顔を良く洗うこと。汚染された可能性のある服を取り除くため

適切な処置を行うこと。再利用する前に汚染された服などは洗浄す

ること。作業現場近くに目を洗う場所、シャワーがあることを確認

すること。 

 眼／顔の保護      ：溶液の飛び散りやガスやほこりによる曝露を防ぐためにメガネ類等

の装着を標準化すること。もし接触の可能性があればゴーグルなど

を装着する。 

皮膚の保護 

 手の保護        ：化学薬品を使用する場合は、耐化学薬品のグローブを装着すること。

グローブメーカーによる仕様を考慮しながら、使用中にグラブの防

護適正もチェックする。グローブメーカーによってグローブの材質

も異なるので、破過時間を確認すること。混合物や複数の物質を含

む場合は、グローブの保護時間が正確に見積もることができない。 

体の保護        ：製品の取り扱いを行う前に専門家の指導のもと体の保護に必要な道

具を装着すること。静電気による発火の可能性がある場合は静電気

の起きない作業服を装備すること。静電放電から身をまもるために

も静電気の起きない服や靴、グローブを装着すること。 

その他皮膚の保護       ：作業前に専門家から作業靴やその他皮膚等を保護する処置について

認定を受ける等、皮膚の保護に努めること。 

呼吸保護             ：適切に顔にフィットし、空気清浄器や呼吸器などを使用することが

必要な時は使用すること。曝露状況や汚染危険レベルに応じて呼吸

器は選択すること。 

 

9. 物理的及び化学的性質 
外観 

物性状態     ：液体 

 色        ：データ無 

臭い        ：データ無 
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臭気閾値      ：データ無 

pH               ：9.5 

融点        ：データ無 

沸点        ：データ無 

引火点       ：キャップを閉めた状態で 32℃（ペンスキー-マルテンス） 

蒸発率       ：データ無 

可燃性(固体、気体） ：データ無 

引火加減上限濃度  ：データ無 

蒸気圧       ：データ無 

蒸気密度      ：データ無 

相対密度      ：データ無 

溶解度       ：データ無 

分配係数      ：データ無 

自家発火温度    ：データ無 

変質温度      ：データ無 

粘性        ：データ無 

フロータイム（ISO2431）：データ無 

 

10. 安定性及び反応性 
反応性       ：この製品に関数反応性に関するテストデータはない。 

化学的安定性    ：製品は安定的である。 

汚染反応の可能性  ：通常の保存、使用においては汚染を伴う反応はない。 

回避すべき条件   ：火花、火気など引火を伴うものを避ける。容器に圧力をかけたり、切断、

溶接、半田、穴あけ、切削、加熱、引火を引き起越したりするものから回

避すること。 

不適合物質     ：一緒に使用すると反応性があり、相応しくない物質→酸化剤            

汚染分解物質    ：通常の保存使用方法では、汚染分解物質は作られない。 

 

11. 有害性情報 
毒性影響の情報 

急性毒性 

製品/成分名 結果 種 用量 曝露 

エタノール 

 

LC50 吸入蒸気 

LD50 経口 

ラット 

ラット 

124700 mg/ m³ 

7 g/kg 

4 時間 

－ 
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炎症 

製品/成分名 結果 種 スコア 用量 観察 

エタノール 眼－弱い炎症 兎 － 24 時間 500 ㎎ － 

眼－やや炎症 兎 － 0.067 分 100 ㎎ － 

眼－弱い炎症 兎 － 100μl － 

眼－重度の炎症 兎 － 500 ㎎ － 

皮膚－弱い炎症 兎 － 400 ㎎ － 

感作反応 

 データ無 

変異原性 

 データ無 

発がん性 

 データ無 

生殖毒性 

 データ無 

奇形性 

 データ無 

特定標的臓器対する毒性（単一曝露） 

 データ無 

特定標的臓器対する毒性（複数曝露） 

 データ無 

呼吸障害 

 データ無 

 

曝露ルート情報   ：皮膚接触、眼からの接触、吸気、飲み込み 

緊急の健康影響 

 眼への接触    ：重大な炎症を引き起こす 

 吸引       ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 皮膚への接触   ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 飲み込み     ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 

物性的、科学的、毒性に関連する症状 

 眼への接触    ：下記を含む有害な症状をもたらす可能性あり 

           痛みや炎症 
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           涙目 

           赤目 

吸引       ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 皮膚への接触   ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 誤飲       ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 

曝露時間により症状が現れる時間や慢性化が異なる。 

短時間曝露 

 直後に現れる症状 ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 経過後に現れる症状：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

長時間曝露 

 直後に現れる症状 ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 経過後に現れる症状：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

慢性的な健康への影響 

 一般的 

 発がん性     ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 変異原性     ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 奇形発生     ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 発育への影響   ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 生殖機能への影響 ：重大な影響、致命的な症状はもたらさない。 

 

毒性数値尺度 

 緊急毒性値    ：データ無 

 

12. 環境影響情報 
毒性 

製品/成分名 結果 種 曝露 

エタノール 急性 EC50 1074mg/L 真水 

急性 LC50 5680 ㎎/L 真水 

急性 LC50 11000000µg/L 海水 

慢性 NOEC4.995 ㎎/L 海水 

慢性 NOEC100µl/L 真水 

慢性 NOEC0.375 µg /L 真水 

甲殻類 - Cypris subglobosa 

ミジンコ－ミジンコ－幼虫 

魚-Alburnus alburnus 

藻類-アオアサ 

ミジンコ－ミジンコ－幼虫 

魚-ガンブシア ホロブロッキー-稚魚 

48 時間 

48 時間 

96 時間 

96 時間 

21 日間 

12 週間 
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分解性 

 データ無 

 

生物蓄積の潜在性 

製品/成分名 LogP OW BCF 潜在性 

エタノール －0.35 － 低 

 

土壌流動性 

 土壌水分配係数(Koc) ：データ無 

 その他の影響    ：重大な危険等は認められていない。 

 

13. 廃棄以上の注意 
廃棄物処理方法   ：廃棄物の発生でできるだけ少なく抑えたいものです。この製品の廃棄、

廃棄方法、いかなる副産物については環境保護の要求事項や廃棄物処理

法、地域自治体が定める廃棄法に従うようにして下さい。再利用できな

い製品や余剰品の廃棄は廃棄業者に廃棄を依頼してください。廃液は必

ず国、自治体の法令に則り、適切に処理をしてから廃棄してください。 

廃棄するパッケージはリサイクル可能です。リサイクルが出来ないとき

は焼却又は埋め立てによる処分が考えられます。 

この溶液成分と容器は安全な方法で廃棄してください。 

完全に洗浄されていない空の容器を取り扱う場合も十分注意してくださ

い。空の容器などにも何らかの物質が残っている可能性があります。容

器内に残物からの蒸発物質は高い引火性のものが排出される可能性もご

ざいます。 

容器を切断、粉砕して処分する場合は周囲にゴミやチリが飛び散らない

ようにしてください。 

漏液した物質が、土壌や排水溝、下水に流れないようにして下さい。 

 

14. 輸送上の注意 
国際輸送規則 

 DOT TDG/NOM-

003-SCT 

IMDG IATA 

UN 番号 規制なし 規制なし 規制なし 規制なし 

UN 適正輸送名 － － － － 
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輸送危険クラス － － － － 

梱包クラス － － － － 

環境危険物質 無 無 無 無 

AERG：該当なし 

利用者への注意事項    ：利用者間での輸送においては、容器は常時しっかりフタをして輸送する

こと。また溶液が漏れたときの対処方法等を理解したうえで使用するこ

と。 

 

AnnexII of MARPOL    ：該当なし 

73/78 and the IBC Code 

によるバルク輸送 

 

15. 適用法令 

労働安全衛生法施行令 ：別表第一 危険物 四  引火性の物 ３ エタノール 

：別表第九 名称等を通知すべき危険物及び有害物  六十一 エタノール 

 

16. その他の情報 

分類に使用される手順 

分類 理由 

引火性液体 カテゴリー3 

重篤な眼の損傷/炎症 カテゴリー2A 

テストデータより 

集計方法より 

沿革 
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お知らせ 

私どもの知る限りこちらに記載されている情報は正しい情報です。しかしながら上記の供給業者あ

るいは、その子会社のいずれにおいてもこの SDS に記載された情報が完全でありかつ正確であるか
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の責任は負い兼ねます。いかなる成分もそれがユーザーの使用目的に適切であるかの最終決定は利

用者の責任で行って下さい。全ての成分が未知の危険を伴う可能性もありますので十分注意してご

利用ください。特定の危険有害性は、SDS に記載されていますがその物質だけが危険物質とは限り

ませんのでご注意ください。 


