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1. 製品及び会社情報 

  製品名      ：ヒストラ HER2FISH キット（一般的名称：組織検査用腫瘍マーカーキット） 

  製品番号     ：J17539,J17546 

  会社名      ：株式会社 常光 

  住所       ：〒439-0037 静岡県菊川市西方１５４ 

  担当部門     ：薬事品質保証部 

  電話番号     ：0537-36-1644 

  ＦＡＸ番号    ：0537-36-2185 

 

2. 組成・成分情報 

  単一製品・混合物の区分：混合物 

構成品名 成分名 CAS No 含有量 

20×前処理液 － － － 

プロテアーゼ － － － 

プロテアーゼ緩衝液 － － － 

プローブ溶液 ホルムアミド 75-12-7 50％ 

NP40 
ポ リ （ オキ シ エチ レン ） ＝

オ ク チ ルフ ェ ニル エー テ ル  
9036-19-5 100％ 

20×SSC － － － 

DAPI対比染色液 － － － 

 

3. 危険有害性の要約 

  GHS 分類 

 

  【ホルムアミド】 

 

     警告 
 

 物理化学的危険性    引火性液体      ：区分外 

             自然発火性液体    ：区分外 

 

   健康に対する有害性   急性毒性（経口）   ：区分３ 

               急性毒性（経皮）   ：区分３ 

               急性毒性（吸入ミスト）：区分外 



 

製品安全データシート 

 

2/10 

愛とまごころの 

株式会社 

作成日 2005/03/10 

改訂日 2010/08/10 

               皮膚腐食性・刺激性  ：区分３ 

               眼に対する重篤な損傷 

・眼刺激性      ：区分２Ｂ 

               生殖細胞変異原性   ：区分外 

               生殖毒性       ：区分外 

 

   環境に対する有害性   水生環境急性有害性  ：区分外 

               水生環境慢性有害性  ：区分外 

 

   危険有害性情報     軽度の皮膚刺激、眼刺激 

 

  【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

 

 

     警告 
 

 

   物理化学的危険性    引火性液体      ：区分外（エチレンオキシド

の付加モル数９の場合） 

         

   健康に対する有害性   急性毒性（経口）   ：区分４ 

               皮膚腐食性・刺激性  ：区分外 

               眼に対する重篤な損傷 

               ・眼刺激性      ：区分２Ａ 

 

   環境に対する有害性   水生環境急性有害性  ：区分１ 

               水生環境慢性有害性  ：区分１ 

 

   危険有害性情報     飲み込むと有害、強い眼刺激 

 

4. 応急処置 

  【ホルムアミド】 

 

目に入った場合  ：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。眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当 

てを受けること。 
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皮膚に付着した場合：水と石鹸で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、 

手当てを受けること。気分が悪い時は、医師に連絡すること。 

 

  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。気分が悪い時は、医師に連絡すること。 

                   

飲み込んだ場合  ：口をすすぐこと。気分が悪い時は、医師に連絡すること。 

 

【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

 

目に入った場合  ：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。眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当 

てを受けること。 

 

皮膚に付着した場合 ：多量の水と石鹸で洗うこと。気分が悪い時は、医師の診断、 

手当てを受けること。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断 

手当てを受けること。 

 

  吸入した場合    ：気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 

 

  飲み込んだ場合   ：口をすすぐこと。気分が悪い時は、医師に連絡すること。 

 

5. 火災時の措置 

  【ホルムアミド】 

 

消火剤       ：粉末消火剤、耐アルコール性泡消火剤、二酸化炭素、砂、

噴霧水 

 

使用厳禁の消火剤  ：棒状注水 

 

特有の危険有害性  ：加熱により容器が爆発するおそれがある。火災によって刺

激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 

 

特有の消火方法   ：危険でなければ消火区域から容器を移動する。消火後も、

大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 

 

消火を行う者の保護 ：消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用

する。 

 

【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

 

消火剤       ：水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 

 

使用厳禁の消火剤  ：棒状放水 
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特有の危険有害性  ：火災によって刺激性、腐食性及び／又は毒性のガスを発生

するおそれがある。 

 

特有の消火方法   ：危険でなければ消火区域から容器を移動する。消火後も、

大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 

 

消火を行う者の保護 ：消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用

する。 

 

6. 漏出時の措置 

  【ホルムアミド】 

 

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離し、関係者以外の立入を禁

止する。作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。

漏洩物は密閉式のスチール容器に出来る限り回収する。 

 

 

  【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

 

  直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離し、関係者以外の立入を禁

止する。作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。

漏洩物は不活性材料（例えば、乾燥砂又は土等）で吸収して、化学品廃棄容器に回

収する。 

 

7. 取り扱い及び保管上の注意 

【ホルムアミド】【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

 

使用前に添付文書の使用上の注意をよく読むこと。火気に注意し、眼、皮膚への接

触を避けること。試薬は２～８℃（凍結厳禁）で保管すること。 

 

8. ばく露防止及び保護措置 

  【ホルムアミド】 

 

  管理濃度      ：設定されていない 

   

  許容濃度      ：設定されていない  

 

  設備対策      ：この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャ

ワーを設置すること。空気中の濃度を制御するには、一般

適正換気で十分である。 
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保護具       ：適切な保護具を着用すること。 

 

  【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

 

  管理濃度      ：未設定 

 

  許容濃度      ：未設定 

 

  設備対策      ：この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャ

ワーを設置すること。作業場には全体換気装置、局所排気

装置を設置すること。 

 

  保護具       ：適切な保護具を着用すること。 

 

9. 物理的及び化学的性質 

  【ホルムアミド】 

 

  物理的状態、形状、 

色など       ：無色の吸湿性液体 

 

臭い        ：アンモニア臭 

 

ｐＨ        ：7.1（0.5Ｍ） 

 

融点・凝固点    ：2.55℃（融点） 

 

沸点、初留意点及び 

沸騰範囲      ：210℃（分解） 

 

引火点       ：154℃（分解） 

 

爆発範囲      ：下限 2.7vol％ 上限 19vol％ 

 

蒸気圧       ：0.13 kＰａ（70.5℃） 
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蒸気密度（空気＝１）：1.56 

 

比重（密度）    ：1.1 

 

溶解度       ：1000ｇ／L（水） 

 

オクタノール／ 

水分配係数     ：log Pow = -1.51（測定値） 

 

自然発火温度    ：＞500℃ 

 

分解温度      ：154℃ 

 

【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

 

物理的状態、形状、 

色など       ：液体 

 

臭い        ：データなし 

 

ｐＨ        ：データなし 

 

融点・凝固点    ：データなし 

 

沸点、初留意点及び 

沸騰範囲      ：データなし 

 

引火点       ：296℃（開放式） 

 

爆発範囲      ：データなし 

 

蒸気圧       ：データなし 

 

蒸気密度            ：データなし 
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比重（密度）    ：データなし 

 

溶解度       ：データなし 

 

オクタノール／ 

水分配係数     ：データなし 

 

分解温度      ：データなし 

 

10. 安定性及び反応性 

  【ホルムアミド】 

 

  安定性       ：吸湿性である。燃焼すると有害なヒューム（窒素酸化物）

を生じる。180℃以上に加熱すると分解し、アンモニア、

水、一酸化炭素、シアン化水素を生成する。 

 

  危険有害反応可能性 ：酸化剤と反応する。 

 

  避けるべき条件   ：加熱。 

 

  混触危険物質    ：酸化剤、ヨウ素、ピリジン、三酸化イオウ。銅、天然ゴム

を侵す。 

 

  危険有害な分解生成物：窒素酸化物、アンモニア、水、一酸化炭素、シアン化水素。 

 

  【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

 

  安定性       ：法規制に従った保管及び取扱いにおいては安定と考えられ 

る。 

 

  危険有害反応可能性 ：データなし 

 

  避けるべき条件   ：データなし 

 

混触危険物質    ：データなし 
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危険有害な分解生成物：データなし 

 

11. 有害性情報 

  【ホルムアミド】 

 

  急性毒性      ：経口（区分外）、経皮（区分外）、吸入・蒸気（データなし） 

 

  皮膚腐食性・刺激性 ：軽度の皮膚刺激（区分３） 

 

  眼に対する重篤な損傷 

  ・眼刺激性      ：眼刺激性（区分２Ｂ） 

 

  呼吸器感作性     ：データなし 

 

  皮膚感作性      ：分類できない 

 

  生殖細胞変異原性   ：区分外 

 

  発がん性       ：データなし 

 

  生殖毒性       ：区分外 

 

  特定標的臓器・全身毒性 

  （単回ばく露）    ：分類できない 

 

  特定標的臓器・全身毒性 

  （反復ばく露）    ：分類できない 

 

  吸引性呼吸器有害性  ：データなし 

 

  【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

 

  急性毒性       ：経口（区分４）、経皮（データなし）、吸入・蒸気（デー

タなし） 
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皮膚腐食性・刺激性  ：区分外 

 

眼に対する重篤な損傷 ：中等度の刺激性（区分２Ａ） 

  ・眼刺激性 

 

  呼吸器感作性     ：データなし 

 

  皮膚感作性      ：分類できない 

      

  生殖細胞変異原性   :分類できない 

 

  発がん性              :データなし 

 

  生殖毒性       ：分類できない 

   

  特定標的臓器・全身毒性 

  （単回ばく露）    ：データなし 

 

  特定標的臓器・全身毒性 

  （反復ばく露）    ：分類できない 

 

  吸引性呼吸器有害性  ：データなし 

 

12. 環境影響情報 

  【ホルムアミド】 

 

  水生環境急性有害性  ：区分外 

 

  水生環境慢性有害性  ：区分外 

 

  【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

 

  水生環境急性有害性  ：区分１ 

 

  水生環境慢性有害性  ：区分１ 
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13. 廃棄上の注意 

使用後は、許可を受けた専門の医療廃棄物処理業者に処理を委託する。  

 

14. 輸送上の注意 

【ホルムアミド】 

国際規制  

海上規制情報 非危険物  

航空規制情報 非危険物  

【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

   国際規制  

海上規制情報 該当しない  

航空規制情報 該当しない  

UNNo.       該当しない  

 

 特別安全対策 

・運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう 

積み込み、荷くずれの防止を確実に行う。 

・その他、薬事法に定めるところに従う。 

 

15. 適用法令 

  【ホルムアミド】 

   

  薬事法（体外診断用医薬品）、労働安全衛生法（名称等を通知すべき有害物） 

  消防法（第４類引火性液体、第三石油類水溶性液体） 

 

  【ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル】 

 

  薬事法（体外診断用医薬品）、ＰＲＴＲ法（第１種指定化学物質） 

消防法（第４類危険物） 

   

 

16. その他 

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、

含有量、物質化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすもので

はありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象にしたものなので、特殊な取

扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用お願い申し上げ

ます。 

尚、記載内容は法令の改正及び新しい知見に基づいて改訂することがあります。  


