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1. 製品及び会社情報 

  製品名      ：ヒストラ HER2CISH 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     ：J17900 

  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 緩衝剤 － － 

プロテアーゼ プロテアーゼ粉末 － － 

プロテアーゼ緩衝液 緩衝液 pH 2.0 － － 

プローブ溶液 ホルムアミド 75-12-7 50％ 

3%過酸化水素水 過酸化水素 7722-84-1 3％ 

20×SSC 
塩化ナトリウム 

クエン酸三ナトリウム 

7647-14-5 

6132-04-3 
－ 

ブロッキング試薬 ブロッキング剤 － － 

1次抗体 
抗ジゴキシゲニン モノクローナル

抗体（動物種：マウス） 
－ － 

2次抗体 

ペルオキシダーゼ標識ポリマー結合

抗マウスIgGポリクローナル抗体 

（動物種：ヤギ） 
－ － 

発色基質 3-3’ジアミノベンジジン 91-95-2 － 

基質緩衝液 トリス塩酸緩衝液 － － 

発色試薬 過酸化水素 7722-84-1 － 

ヘマトキシリン溶液 抱水クロラール 302-17-0 4.9％ 

5×洗浄液 
リン酸緩衝液 

Tween 20 
- 

9005-64-5 － 
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3. 危険有害性の要約 

GHS分類 

 

【ホルムアミド】 

 

物理化学的危険性  火薬類  分類対象外  
    

可燃性・引火性ガス  分類対象外  
    

可燃性・引火性エアゾール  分類対象外  
    

支燃性・酸化性ガス  分類対象外  
    

高圧ガス  分類対象外  
    

引火性液体  区分外  
    

可燃性固体  分類対象外  
    

自己反応性化学品  分類対象外  
    

自然発火性液体  区分外  
    

自然発火性固体  分類対象外  
    

自己発熱性化学品  分類できない  
    

水反応可燃性化学品  分類対象外  
    

酸化性液体  分類対象外  
    

酸化性固体  分類対象外  
    

有機過酸化物  分類対象外  
    

金属腐食性物質  分類できない  
  

人健康有害性  急性毒性（経口）  区分外  
    

急性毒性（経皮）  区分外  
    

急性毒性（吸入：気体）  分類対象外  
    

急性毒性（吸入：蒸気）  分類できない  
    

急性毒性（吸入：粉じん）  分類対象外  
    

急性毒性（吸入：ミスト）  区分外  
    

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 
    

呼吸器感作性  分類できない  
    

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  分類できない  
    

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  
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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  分類できない  
  

環境有害性  水生環境急性有害性  区分外  
    

水生環境慢性有害性  区分外  

 

ラベル要素   

絵表示又はシンボル：      

注意喚起語：  警告  
  

危険有害性情報：  軽度の皮膚刺激  
    

眼刺激  
  

注意書き：  【安全対策】  
    

取り扱い後はよく手を洗うこと。  
    

【応急措置】  
    

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、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを求めるこ

と。  
    

眼に入った場合、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。  

 

【過酸化水素】 

物理化学的危険性  火薬類  区分外  
    

可燃性・引火性ガス  分類対象外  
    

可燃性・引火性エアゾール  分類対象外  
    

支燃性・酸化性ガス  分類対象外  
    

高圧ガス  分類対象外  
    

引火性液体  区分外  
    

可燃性固体  分類対象外  
    

自己反応性化学品  区分外  
    

自然発火性液体  区分外  
    

自然発火性固体  分類対象外  
    

自己発熱性化学品  区分外  
    

水反応可燃性化学品  分類対象外  
    

酸化性液体  区分 1 
    

酸化性固体  分類対象外  
    

有機過酸化物  分類対象外  
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金属腐食性物質  分類できない  
  

健康に対する有害性  急性毒性（経口）  区分 4 
    

急性毒性（経皮）  区分 5 
    

急性毒性（吸入：ガス）  分類対象外  
    

急性毒性（吸入：蒸気）  区分 3 
    

急性毒性（吸入：粉じん）  分類対象外  
    

急性毒性（吸入：ミスト）  分類できない  
    

皮膚腐食性・刺激性  区分 1A-1C 
    

眼に対する重篤な損傷・眼刺

激性  

区分 1 

    

呼吸器感作性  分類できない  
    

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  区分外  
    

生殖毒性  区分 2 
    

特定標的臓器・全身毒性（単

回ばく露）  

区分 1（呼吸器・中枢神経

系） 
    

特定標的臓器・全身毒性（反

復ばく露）  

区分 1（肺），区分 2（血液）  

    

吸引性呼吸器有害性  分類できない  
  

環境に対する有害性  水生環境急性有害性  区分 2 
    

水生環境慢性有害性  区分外  

 

ラベル要素     

絵表示又はシンボル：  

 

注意喚起語： 危険  
  

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  
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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。  
   

【応急措置】  
   

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。  



 

製品安全データシート 

 

6/32 

愛とまごころの 

株式会社 

作成日 2013/03/14 

改訂日 2013/6/7 
   

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。  

 

【ヘマトキシリン溶液】 

分類実施日   

物理化学的危険性   

健康に対する有害性   皮膚腐食性・刺激性  区分２   

  眼に対する重篤な損傷・眼刺

激性  

区分１   

  生殖細胞変異原性  区分１Ｂ   

  特定標的臓器・全身毒性

（単回ばく露）  

区分１（中枢神経系、心臓）、区分３（麻酔

作用）  

 

  特定標的臓器・全身毒性

（反復ばく露）  

区分１（中枢神経系）、区分２（肝臓）   

  

  

  

注） 上記で区分の記載がない危険有害性は政府向けガイダンス文書で規定された［分

類対象外］、［区分外］または［分類できない］に該当するものであり、後述の該当項目の

説明を確認する必要がある  

 

 

ラベル要素  

絵表示又はシンボル  

注意喚起語  危険  

危険有害性情報   皮膚刺激  

  重篤な眼の損傷  

  遺伝性疾患のおそれ  

  中枢神経系臓器、心臓の障害  
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  眠気又はめまいのおそれ  

  長期にわたるまたは反復ばく露による中枢神経系臓器の障害  

  長期にわたるまたは反復ばく露による肝臓の障害のおそれ  

注意喚起語  危険  

注意書き 

 

  【安全対策】  

  取扱後は手をよく洗うこと。  

  この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。  

  粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。  

  適切な保護手袋を着用すること  

  適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。  

  使用前に取扱説明書を入手すること。  

  全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  

  適切な個人用保護具を使用すること。  

  屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。  

  【応急措置】  

  飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師に連絡すること。  

  口をすすぐこと。  

  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。  

  汚染された衣類を再使用す場合には洗濯をすること。  

  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。  

  飲み込んだ場合、皮膚（または髪）に付着した場合、吸入した場合、眼に入った場合は、

ただ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。  

  ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断、手当てを受けること。  

  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に連絡すること。  

  【保管】  

  施錠して保管すること。  

  換気の良い場所で保管すること。  

  容器を密閉しておくこと。  

  【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。  
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4．組成、成分情報  

【ホルムアミド】  
 

化学物質  

    

  

化学名又は一般名：  ホルムアミド (Formamide) 
  

別名： メタンアミド(Methanamide)  
  

化学式： CH3NO 
  

化学特性（化学式又は構造式）：  

 

  

ＣＡＳ番号： 75-12-7 
  

官報公示整理番号  

（化審法・安衛法）：  

 

  

分類に寄与する不純物及び安定化添加物：  情報なし  
  

濃度又は濃度範囲：  情報なし  

 

【過酸化水素】 
  

化学名又は一般名：  過酸化水素 (Hydrogen peroxide) 
  

別名： オキシフル(Hydroperoxide)  
   

オキシドール(Hydrogen dioxide) 
  

化学式： H2O2  
  

化学特性（化学式又は構造式）：  

   

ＣＡＳ番号： 7722-84-1 
  

官報公示整理番号  (1)-419 

（化審法・安衛法）：  
  

分類に寄与する不純物及び安定化添加物：  情報なし  
  

濃度又は濃度範囲：  ＞60％水溶液  
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【抱水クロラール】 

 

5. 応急処置 

【ホルムアミド】 

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。  
 

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。  
 

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。  
 

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。  
 

予想される急性症状及び

遅発性症状：  

吸入した場合：し眠、頭痛、吐き気、意識喪失。  
 

皮膚に付着した場合：皮膚を刺激する（発赤する）。  
  

眼に入った場合：眼を刺激する（発赤する）。  
  

飲み込んだ場合：腹痛、（さらには「吸入」参照）。  

 

化学名又は一般名  抱水クロラール  

別名  ２，２，２‐トリクロロエタン‐１，１‐ジオール、

(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol)、(Aqachloral )、クロラール水和物、

(Chloral hydrate)、エスクレ  

分子式  (分子量 ) Ｃ2Ｈ3Ｃｌ3Ｏ2（165.40） 

化学特性  (示性式又

は構造式 ) 

 

CAS 番号  302-17-0 

官報公示整理番号

（化審法・安衛法）  

化審法：局方  (2)-528 

安衛法： 

分類に寄与する不純

物及び安定化添加物  

データなし 

濃度又は濃度範囲  100% 
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【過酸化水素】 

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。  
  

直ちに医師に連絡すること。  
  

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。  

皮膚に付着した場合：  直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。  
  

直ちに医師に連絡すること。  
  

皮膚を速やかに洗浄すること。  
  

多量の水と石鹸で洗うこと。  
  

皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。  
  

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。  
  

汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。  

目に入った場合：  直ちに医師に連絡すること。  
  

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。  
 

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。  

飲み込んだ場合：  直ちに医師に連絡すること。  
 

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。  
 

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。  

予想される急性症状

及び遅発性症状：  

吸入した場合：咽頭痛、咳、めまい、頭痛、吐き気、息切れ。  

 

皮膚に付着した場合：腐食性。白斑、発赤、皮膚熱傷、痛み。  
 

眼に入った場合：腐食性。発赤、痛み、かすみ眼、重度の熱傷。  
 

飲み込んだ場合：咽頭痛、腹痛、腹部膨満、吐き気、嘔吐。  

【抱水クロラール】 

吸入した場合  ただちに医師に連絡すること。  

  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  皮膚を流水、シャワーで洗うこと。  

  ただ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。  

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。  

  ただちに医師に連絡すること。  
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飲み込んだ場合  口をすすぐこと。  

  ただちに医師に連絡すること。  

予想される急性症状

及び遅発性症状  

吸入  : 錯乱、し眠、吐き気、意識喪失。  

  皮膚  : 発赤。  

  眼  : 発赤。  

  経口摂取  : 腹痛、嘔吐。 他の症状については｢吸入｣参照。  

最も重要な兆候及び

症状  

データなし 

応急措置をする者の

保護  

データなし 

医師に対する特別注

意事項  

データなし 

 

5. 火災時の措置 

  【ホルムアミド】 

５．火災時の措置  

    

 

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  
 

使ってはならない消火剤：  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  

れば火災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。  

 

 

【過酸化水素】  

消火剤： 小火災：水  
  

大火災：大量の水  
  

多量の溶剤や油類の場合は泡、粉末、二酸化炭素などの消火剤を使用す

る。 
 

特有の危険有害性：  火災に巻き込まれると、燃焼を加速する。  
  

熱で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。  
  

火災又は爆発のおそれ  
 

特有の消火方法：  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。  
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大火災の場合、火災区域に適度の距離から大量の水を散水する。  
   

危険でなければ火災区域から容器を移動する。  
   

移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。  
   

消火活動は、有効に行える十分な距離から行う。  

 

  

容器内に水を入れてはいけない：激しい反応が起こる可能性がある。  
   

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。  

 

【抱水クロラール】 

消火剤  水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類  

使ってはならない消火剤  データなし。  

特有の危険有害性  不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、  

腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。  

  火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。  

特有の消火方法  危険でなければ火災区域から容器を移動する。  

  安全に対処できるならば着火源を除去すること。  

消火を行う者の保護  適切な空気呼吸器、防護服（耐熱性）を着用する。  

 

6. 漏出時の措置 

  【ホルムアミド】 
 

人体に対する注意事項、  

保護具及び緊急時措置：  

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  
 

関係者以外の立入りを禁止する。  
  

作業者は適切な保護具（「８．ばく露防止及び保護措置」の項を参

照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。  
  

風上に留まる。  
  

低地から離れる。  
 

環境に対する注意事項：  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。  
  

環境中に放出してはならない。  
 

回収、中和：  漏れた液やこぼれた液を密閉式のスチール (銅は不可 )容器に出来る

限り集める。  

多量の水でこぼれた液を洗い流す。  
 

封じ込め及び浄化の方法・機

材： 

危険でなければ漏れを止める。  

 

二次災害の防止策：  すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁

止）。 
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  【過酸化水素】  

人体に対する注意事項、保

護具及び緊急時措置：  

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。  
 

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  
   

関係者以外の立入りを禁止する。  
   

作業者は適切な保護具（「８．ばく露防止及び保護措置」の項を参照）

を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。  
   

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に

触れてはいけない。  
   

風上に留まる。  
   

低地から離れる。  
   

密閉された場所に立入る前に換気する。  
 

環境に対する注意事項：  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。  
  

環境中に放出してはならない。  
 

回収、中和：  少量の場合、漏洩区域を大量の水で洗い流す。  
  

大量の場合、漏洩物の除去や廃棄処理は専門家の指示による。  
 

封じ込め及び浄化の方法・機

材： 

蒸発を抑え、蒸気の拡散を防ぐため散水を行う。  

 

二次災害の防止策：  可燃物（木、紙、油等）は漏洩物から隔離する。  

 

【抱水クロラール】 

人体に対する注意事項、保

護具および緊急措置  

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  

  関係者以外の立入りを禁止する。  

  密閉された場所に立入る前に換気する。  

  全ての着火源を取り除く。  

環境に対する注意事項  環境中に放出してはならない。  

回収・中和  漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。  

封じ込め及び浄化方法・機

材  

水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。  

二次災害の防止策  プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。  
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7. 取り扱い及び保管上の注意 

【ホルムアミド】  

取扱い 

    

  

技術的対策：  「８．ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。  
  

局所排気・全体

換気： 

「８．ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。  

  

安全取扱い注意

事項： 

火気注意。  

    

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。  
    

眼、皮膚との接触を避けること。  
    

飲み込みを避けること。  
    

取扱い後はよく手を洗うこと。  
   

接触回避： 「１０．安定性及び反応性」を参照。  
 

保管  

 

  

技術的対策：  保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料で

ふき、かつ天井を設けないこと。  
   

保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。  
   

保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、か

つ、適切なためますを設けること。  
   

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の

設備を設ける。  
  

技術的対策：  保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の

設備を設ける。  
  

混触危険物質：  「１０．安定性及び反応性」を参照。  
  

保管条件： 酸化剤から離して保管する。  
  

容器包装材料：  消防法で規定されている容器を使用する。  

 

【過酸化水素】 
 

取扱い 

    

  

技術的対策：  「８．ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。  
  

局所排気装置・全

体換気： 

「８．ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気装置、全体換気を行なう。  

  

安全取扱い注意事

項： 

使用前に使用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。  
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可燃物や酸化されやすい物質との混触を避けること。  
    

周辺での高温物の使用を禁止する。  
    

眼、皮膚に付けないこと。  
    

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。  
    

接触、吸入又は飲み込まないこと。  
    

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。  
    

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
    

取扱い後はよく手を洗うこと。  
   

接触回避： 「１０．安定性及び反応性」を参照。  
 

保管  

 

  

技術的対策：  保管場所は延焼のおそれのない外壁、柱、床を不燃材料で作ること。  
    

保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料

でふき、かつ天井を設けないこと。  
    

保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、

かつ、適切なためますを設けること。  
    

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気

の設備を設ける。  
  

混触危険物質：  「１０．安定性及び反応性」を参照。  
  

保管条件： 可燃物及び指定された禁忌物質から離して保管すること。  
    

熱から離して保管すること。  
    

燃焼性物質から離して保管すること。  
    

火源の近くに保管しない。  
    

施錠して保管すること。  
  

容器包装材料：  消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。  

 

【抱水クロラール】 

取扱い 

 

技術的対策  特別に技術的対策は必要としない。  

局所排気・全体換気  『８．ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。  

安全取扱い注意事項  取扱後は手をよく洗うこと。  

  この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。  

  粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。  

  適切な保護手袋を着用すること  

  適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。  

  使用前に取扱説明書を入手すること。  
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  全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  

  適切な個人用保護具を使用すること。  

  屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。  

接触回避  10 項に示す混触危険物質との接触を回避する。  

保管  

 

技術的対策  特別に技術的対策は必要としない。  

保管条件  施錠して保管すること。  

  換気の良い場所で保管すること。  

  容器を密閉しておくこと。  

容器包装材料  データなし。  

 

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（ばく露限界値、

生物学的  

ばく露指標）：  

 

  

日本産業衛生学会（2005

年版） 

設定されていない。  

  

  

ACGIH （2005 年版） TLV-TWA 10ppm Skin   
 

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。  
 

保護具  

 

  

呼吸器の保護具：  換気が不十分な場合には、適切な呼吸器保護具を着用すること。  
  

手の保護具：  適切な手袋を着用すること。  
  

眼の保護具：  適切な眼の保護具を着用すること。  
   

保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）  
  

皮膚及び身体の保護具：  適切な保護衣を着用すること。  
 

衛生対策： 取扱い後はよく手を洗うこと。  
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【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 年版） 

設定されていない。  

  

  

ACGIH （2005 年

版） 

TLV-TWA 1ppm A3   

 

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。  
    

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。  
    

高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を許容濃度以下に保つ

ために換気装置を設置する。  
 

保護具  

 

  

呼吸器の保護

具： 

適切な呼吸器保護具を着用すること。  

  

手の保護具：  指定された保護手袋を着用すること。  
   

二トリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。ネオプレンが推奨される。  
   

飛沫を浴びる可能性のある時は、全身の化学用保護衣（耐酸スーツ等）を

着用する。  
  

眼の保護具：  適切な眼の保護具を着用すること。  
   

化学飛沫用のゴーグル及び適切な顔面保護具を着用すること。  
   

安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起

こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用

すること 
  

皮膚及び身体の

保護具： 

適切な顔面用の保護具を着用すること。  

   

一切の接触を防止するにはネオプレン製の、手袋、エプロン、ブーツ、又は全

体スーツ等の不浸透性の防具を適宜着用すること。  
   

しぶきの可能性がある場合は、全面耐薬品性防護服（例えば、酸スーツ）及

びブーツが必要である。  
 

衛生対策： この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
   

取扱い後はよく手を洗うこと。  
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 【抱水クロラール】 

管理濃度  未設定  

許容濃度  (ばく露

限界値､生物学的

ばく露指標 ) 

 

日本産衛

学会  

未設定  

ＡＣＧＩＨ 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 ,適切な洗眼器と安全シャワーを設置すること。  

  ばく露を防止するため、作業場には適切な全体換気装置、局所排気装置を設置すること。  

保護具  

 

呼吸器の保

護具  

適切な呼吸器保護具を着用すること。  

手の保護具  適切な保護手袋を着用すること。  

眼の保護具  適切な眼の保護具を着用すること。  

皮膚及び身

体の保護具  

適切な保護衣を着用すること。  

衛生対策  取扱い後はよく手を洗うこと。  

 

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  47 )  

  

臭い： アンモニア臭  47 )  
  

pH： 7.1 (0.5M)  2 )  
  

融点・凝固点：  2.55℃（融点）  2 )  
  

沸点、初留点及び沸騰

範囲： 

210℃（分解）  53 )  

  

引火点： 154℃（分解）  53 )  
  

爆発範囲： 下限  2.7vol％  上限  19vol％  48 )  
  

蒸気圧： 0.13kPa (70.5℃)  48 )  
  

蒸気密度（空気  = 1）： 1.56  6 ) 
  

比重（密度）：  1.1  48 )  
  

溶解度： 1000g/L（水）  18 ) 
   

メタノール、エタノール、アセトン、酢酸、ジオキサン、エチレングリコール、フェ
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ノールと混和  2 )  
  

オクタノール/水分配係

数： 

log Pow = -1.51 (測定値）  1 8 ) 

  

自然発火温度：  ＞500℃  48 )  
  

分解温度： 154℃  53 ) 
  

臭いのしきい（閾）値  データなし 
  

蒸発速度（酢酸ブチル  

= 1）： 

データなし 

  

燃焼性（固体、ガス）：   該当しない  
  

粘度： 2.926mPa・s (30℃) (粘性率）  53 )  

 

【過酸化水素】 
  

物理的状態、形状、色など：  無色の液体  14 )  
  

臭い： 無臭またはオゾン臭  6 )  
  

pH： pH: 5 .1 (90 wt％)  6 )   pH: 4.6 ( 35 wt％ )  6 )  
  

融点・凝固点：  -11℃（90%）  -39℃（70%）  14 ) 
  

沸点、初留点及び沸騰範囲：  141℃(90％)  125℃ (70％)  14 )  
  

引火点： 不燃性  14 )  
  

爆発範囲： 不燃性  14 )  
  

蒸気圧： 0.2kPa(20℃）(90％) , 0.1kPa(20℃)(70％)  14 )  
  

蒸気密度（空気  = 1）： 2.11（計算値）  
  

比重（密度）：  1.4(90％)  1.3(70％)  14 )  
  

溶解度： 混和する（水）  14 )  
   

アルコール、エーテルに可溶  6 ) 
  

オクタノール/水分配係数：  log Pow -1.36  14 )  
  

自然発火温度：  不燃性  14 )  
  

分解温度： データなし 
  

臭いのしきい（閾）値  データなし 
  

蒸発速度（酢酸ブチル  = 1）： データなし 
  

燃焼性（固体、ガス）：   該当しない  
  

粘度： 0.863mm2  /s (粘度 : 1.245 cP 1.4425g/cm3  (25℃))  6 )  

   

【抱水クロラール】 

物理的状態  

 

形状  固体結晶 : HSDB (2010)  

色  無色透明  : HSDB (2010)  
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臭い 芳香族臭  : HSDB (2010)  

ｐＨ 3.5-4.4 (10% soln in water) : HSDB (2010)  

融点・凝固点  52 ℃ : Sax (11th, 2004) 

沸点、初留点及び沸

騰範囲  

96 ℃（分解） : HSDB (2010) 

引火点  不燃性  : ICSC(J)（1999） 

自然発火温度  不燃性  : ICSC(J)（1999） 

燃焼性（固体、ガス）  データなし 

爆発範囲  不燃性  : ICSC(J)（1999） 

蒸気圧  15 mmHg （25℃） : HSDB (2010) 

蒸気密度  データなし 

蒸発速度（酢酸ブチ

ル＝１） 

データなし 

比重（密度）  1.9081 (20℃/4℃) : HSDB (2010) 

溶解度  7.93X10+5mg/L at25℃ : HSDB (2010) 

  アセトン、メチルエチルケトンと混合、ミネラルターペン、  

石油エーテル、四塩化炭素、ベンゼン、トルエンの可溶  :  HSDB (2010) 

オクタノール・水分配

係数  

0.99 : ＩＣＳＣ（Ｊ）（1999） 

分解温度  データなし 

粘度  データなし 

粉じん爆発下限濃度  データなし 

最小発火エネルギー  データなし 

体積抵抗率 (導電率 ) データなし 
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10. 安定性及び反応性 

  【ホルムアミド】 
 

安定性： 吸湿性である。 
  

燃焼すると有毒なヒューム（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。  

 

【過酸化水素】 
 

安定性： 66%以上のものは爆発性がある。  
  

加温や光の影響により分解し、酸素を生じて火災の危険性を増大させる。  
 

危険有害反応可

能性： 

アンモニアと接すると爆発の危険がある。  

  

炭素と接すると激しく分解し、支燃性ガス（酸素）を発生する。とくに金属が存在す

ると火災と爆発の危険を生じる。  
  

強力な酸化剤であり、可燃性物質や還元性物質と激しく反応し、とくに金属が存

在すると火災や爆発の危険をもたらす。  
 

避けるべき条件：  加熱、光、衝撃、摩擦。  
 

混触危険物質：  アンモニア、炭素、金属、酸化剤、可燃性物質、還元性物質。  
  

繊維、紙など多くの有機物を侵す。  
 

危険有害な分解

生成物： 

加熱により支燃性ガス（酸素）が発生する。  
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【抱水クロラール】 

安定性  法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる  

危険有害反応可能性  加熱すると分解し、塩化水素を含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。  

強塩基と反応し、クロロホルムを生じる。  

避けるべき条件  加熱  

混触危険物質  強塩基  

危険有害な分解生成物  塩化水素を含む有毒で腐食性のヒューム。クロロホルム。  

  

 

 

11．有害性情報  

【ホルムアミド】 
  

急性毒性： 経口：ラット LD 50  値：約 6000mg/kg  10 )  に基づき、区分外とした。  
   

経皮：ウサギ LD50  値：6000mg/kg  10 )  、概略の致死量：17000mg/kg 10 )  に基づ

き、区分外とした。  
   

吸入（蒸気）：データなし  
  

皮膚腐食性・刺激性：  モルモットを用いた試験において軽度な一過性の皮膚刺激性が認められたと

の記述  10 )  から、区分 3 とした。 
   

軽度の皮膚刺激  
  

眼に対する重篤な損

傷・刺激性：  

ウサギの眼に適用した試験においてごく軽度な一過性の刺激作用が認めら

れたとの記述  10 )  から、区分 2B とした。  
   

眼刺激  
  

呼吸器感作性又は皮

膚感作性： 

呼吸器感作性：データなし  
  

皮膚感作性：モルモットを用いた試験において皮膚感作性は認められなかっ

たとの記述  10 )  があるが、試験方法が不明であり、区分外とするには十分な

データではないことから、分類できないとした。  
  

生殖細胞変異原性：  体細胞を用いる in vivo 変異原性試験であるマウス赤血球を用いた小核試

験で陰性の結果がある  44 )  ことから、区分外とした。  
  

発がん性： データなし 
  

生殖毒性： 妊娠ラット及びウサギを用いた経口投与試験において親動物に一般毒性が

認められる用量でも明確な生殖毒性が認められなかったとの記述  44 )から、区

分外とした。また、親動物の一般毒性に関する記述はないものの妊娠マウス

及びラットを用いた経皮投与試験において生殖毒性は認められなかったとの

記述  1 0 ) があり、雌雄マウスを用いた経口投与繁殖性試験においても明確な

生殖毒性は認められなかった  。  44 )  
  

特定標的臓器・全身

毒性  

ラットを用いたミスト吸入ばく露試験において区分 2 のガイダンス値範囲を超

える高濃度でも毒性症状が認められなかったとの記述  10 ) があるが、他にデ
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（単回ばく露）：  ータはなく、区分外とするにはデータ不足であることから分類できないとした。  
  

特定標的臓器・全身

毒性  

（反復ばく露）：  

ラットを用いた 90 日間経皮投与試験において区分 2 のガイダンス値範囲の

用量では毒性作用が認められなかったとの記述  10 ) があるが、他には

Priority 1 に有害性を明確に否定するデータがないことから、区分外とするに

はデータ不足であり、分類できないとした。  

 

  

吸引性呼吸器有害

性： 

データなし 

 

【過酸化水素】 
  

急性毒性：  経口  ラットの 4 データ  36 )  から計算で得られた LD50=311mg/kg に基づき，区

分 4 とした。  
   

飲み込むと有害（区分 4）  
    

経皮  ラッ

ト 

LD50  4060mg/kg  36 ) 

   

皮膚に接触すると有害のおそれ（区分 5）  
    

吸入

（蒸気）  

本物質の飽和蒸気圧濃度は 1980ppm であり，蒸気で行われたと

考えられる試験  36 )  で得られた，ラット LC5 0=1438ppm に基づき，区

分 3 とした。  
   

吸入すると有毒（区分 3） 
  

皮膚腐食性・刺激性：  ウサギに対して 3 分間，1 時間または 4 時間の適用で，皮膚の全層に

およぶ壊死，あるいは腐食性との結論が記載されている  26 )、36 )  こと，お

よび EU で C; R35 に分類されていることから，本物質は皮膚に対して

腐食性を示すと考えられる。しかし，細分類するには情報が不足してい

るため，区分 1A-1C とした。  
   

重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷（区分 1A） 
  

眼に対する重篤な損傷 /

刺激性： 

本物質は皮膚腐食性物質である。動物で severe な刺激性を有し，

corrosive であるとの記載  25 )、36 )  がある。以上の情報に基づき，区分 1

とした。  
   

重篤な眼の損傷（区分 1）  
  

呼吸器感作性又は皮膚

感作性： 

呼吸器感作性：データなし  

   

皮膚感作性：モルモットでは 2 試験で陰性の成績  26 )、36 )があり，ヒトで

はパッチテストで多数の被験者が陰性であったと記載されている  36 )  。

しかし，ヒトのパッチテストで 158 例中 2 例が陽性であったとの記

載  36 )  もあり，データ不足のため分類できない。  
  

生殖細胞変異原性：  ヒト経世代疫学，経世代変異原性試験，生殖細胞 in vivo 変異原性
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試験の結果が無く，マウスを用いる小核試験で陰性の結果が記

載  25 )、36 )  され，生殖細胞  vivo 遺伝毒性試験で陽性結果がないことに

基づき，区分外とした。。  
  

発がん性：  IARC で 3  40 )  、ACGIH で A3  46 )  と分類されているされているが，分類年

の新しい IARC の方を採用して，技術指針に従い区分外とした。  
  

生殖毒性：  in vitro の実験でヒト精子への影響が見られたとの記載  2 6 )  があり，動

物試験において親動物の一般毒性に関する記述はないが，精子運動

能への影響，雌の発情周期への影響，出産母獣数の減少，および出

生児の体重減少が見られたとの記載  2 6 )  があることに基づき，区分 2 と

した。  
   

生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い（区分 2）  
  

特定標的臓器・全身毒

性  

動物  3 6 )  およびヒト  4 6 )  において鼻，喉，気管への刺激性が記載されて

いる。動物ではいずれも区分 1 のガイダンス値の範囲内の用量で肺お

よび気管のうっ血，肺水腫，肺気腫，気管上皮の壊死の記載  2 5 )、

36 )  がある。これらに基づき，区分 1（呼吸器）とした。ヒトで頭痛，めま

い，振戦，けいれん，昏もう，失神，および脳梗塞の記載  36 )、46 )がある

ことに基づき，区分 1（中枢神経系）とした。  

（単回ばく露）： 

   

呼吸器・中枢神経系の障害（区分 1） 
  

特定標的臓器・全身毒

性  

イヌにおける蒸気の吸入試験  36 )  で，区分 1 のガイダンス値範囲内の

用量で肺に線維組織巣が散見され，無気肺領域と気腫領域の混在

を認め，ヒトにおいても肺に刺激性を有するとの記載  26 )  があることか

ら，区分 1（肺）とした。ラット経口投与で区分 2 のガイダンス値範囲の

用量で，白血球数，ヘマトクリット値に影響が見られ，溶血を認め

た  36 )  ことに基づき，区分 2（血液）とした。  

（反復ばく露）：  

   

長期又は反復ばく露による肺の障害（区分 1）  
   

長期又は反復ばく露による血液の障害のおそれ (区分 2）。 
  

吸引性呼吸器有害性：  データ不足のため分類できない  

 

【抱水クロラール】 

急性毒性  

経口 ラット LD50 値は 480 mg/kg（CICAD 25 (2000)）。（GHS

分類：区分 4） 

経皮 ラット LD50値は 3030 mg/kg（HSDB (2010)）。（GHS分類：

区分外） 

吸入 吸入（ガス）： GHSの定義における固体である（GHS

分類：分類対象外） 
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  吸入（蒸気）： データなし。（GHS 分類：分類でき

ない） 

  吸入（粉じん・ミスト）： データなし。（GHS分類：分

類できない） 

皮膚腐食性・刺激性 ヒトで本物質は皮膚および粘膜に対し腐食性

(corrosive)がある（NTP TR 503 (2002)、HSDB(2010)）。

（GHS分類：区分 1） 

眼に対する重篤な損傷    ヒトで抱水クロラールは皮膚および粘膜に対し腐食性 

・刺激性  (corrosive)がある（NTP TR 503 (2002)、HSDB(2010)）

との記述、および皮膚腐食性物質として分類している。

（GHS分類：区分 1） 

呼吸器感作性又は皮膚感作性 呼吸器感作性：データなし。(GHS分類：分類できない) 

  皮膚感作性：データなし。(GHS分類：分類できない) 

生殖細胞変異原性 マウスに腹腔内投与後の精子細胞を用いた小核試験（生

殖細胞 in vivo変異原性試験）が 5件実施され、うち 3

件で陽性（IARC 84 (2004)）。また、マウスに腹腔内投

与後の骨髄を用いた小核試験（体細胞 in vivo変異原性

試験）では 6件中 4件で陽性結果（IARC 84 (2004)）が

得られ、一本鎖 DNA切断試験では陽性と陰性の相反する

結果が報告されている（IARC 84 (2004)）。なお、in vitro

試験として、エームス試験で陰性または陽性、小核試験

ではチャイニーズハムスターの Cl-1 細胞を用いた試験

で陰性、V79細胞で陽性、染色体異常試験ではチャイニ

ーズハムスターの CHED 細胞で陰性、卵巣細胞で陽性の

結果が報告されている（IARC 84 (2004)）。 （GHS分類：

区分 1B） 

発がん性 IARC の発がん性評価においてグループ３に分類されて

いる。なお、マウスを用いた 2年間経口投与試験により、

雄で肝細胞の腺腫または癌腫の発生率が増加し、発がん

性についてある程度の証拠があるとされ、雌では下垂体

末端部腺腫の発生率増加が見られ、発がん性が疑われる

証拠とされている（NTP TR 503 (2002)）。一方、ラット

の 2 年間経口投与試験では本物質投与に関連する腫瘍

の発生は観察されなかった（IARC84 (2004)）。（GHS 分

類：分類できない） 

生殖毒性 マウスを用い雌雄共に交配の３週間前より、引き続き雌
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は妊娠期間を経て出生後 21 日の仔の離乳まで飲水投与

した試験において、母動物の飲水量、体重のみならず、

仔の外表奇形、妊娠期間、分娩仔数、などにも有意な影

響は観察されず、仔に対する神経行動学的影響を示す二

三の指標を除き影響は認めらず、生殖および発生に及ぼ

す影響の NOAELは最高用量の 204.8 mg/kg/dayであった

と報告されている（IRIS (2000)）。また、妊娠ラットの

妊娠期間中に飲水投与した試験で母体毒性は見られず、

着床数、吸収胚数、生存および死亡仔数などの仔の発生

指標にも変化はなかった（IRIS (2000)）。以上の結果に

より、親動物の性機能・生殖能および仔の発生に対する

悪影響が認められていないので区分外とした。なお、本

物質は一定時期にヒトの胎盤を通過することが知られ

ているが、妊娠期における本物質使用に関して少ない情

報の中で、異常の発生が認識できるほどの増加はない

（IARC 84 (2004)）と報告されている。（GHS 分類：区

分外） 

 

特定標的臓器・全身毒性 

（単回ばく露）        ヒトで本物質摂取による主な影響は、治療剤としての

使用理由でもある中枢神経系の抑制であり、鎮静および

催眠を引き起こすと述べられている（EHC 216 （2000)）。

動物試験ではマウスに 900 mg/kg以下の経口投与により、

鎮静化、し眠および正向反射の消失が見られ、1200 

mg/kg以上では呼吸抑制による死亡の発生が報告されて

いる（IRIS (2000)）。以上の知見においてヒトの情報に

基づき区分１（中枢神経系）とした。また、本物質はヒ

トで催眠薬として使用され、マウスでは非致死量で鎮静、

催眠、運動失調などの症状を引き起こしている（IRIS 

(2000)）ことから、区分３（麻酔作用）とした。一方、

最も重要な毒性影響として心律動異常があり、小児での

不整脈の誘発、また、本物質投与の被験者 12 人中 2 人

に洞不整脈がみられた（EHC 216 （2000））との報告に

より、区分１（心臓）とした。（GHS分類：区分 1（中枢

神経系、心臓）、区分 3（麻酔作用）） 

  



 

製品安全データシート 

 

27/32 

愛とまごころの 

株式会社 

作成日 2013/03/14 

改訂日 2013/6/7 

特定標的臓器・全身毒性 

（反復ばく露） 医薬品使用で本物質の投与を受けた患者 1618 人の医療

記録を調査した結果、副作用として中枢神経系の報告が

20 人と最も多く（IRIS (2000)）、また、入院患者 5435

人の医療記録を調査した別の報告では 119 件の副作用

が見られ、中枢神経系の報告が 58 人と最も多く、うち

3人に生命を脅かす症状として羽ばたき振戦が報告され

ている（IRIS (2000)）ことから、区分１（中枢神経系）

とした。一方、動物試験でラットに 90 日間の飲水投与

により、96 mg/kg/day 以上の雄の肝臓において限局性

肝細胞壊死が観察され、96 mg/kg/day では軽微であっ

たが 168 mg/kg/day ではかなり重度であった（IRIS 

(2000)）ことに加え、マウスに 90 日間の飲水投与によ

り、16 mg/kg/day 以上の雄で肝腫とミクソーム増生の

所見（IRIS (2000)）があり、いずれも発現用量はガイ

ダンス値区分２以上である（GHS 分類：区分 1（中枢神

経系）、区分 2（肝臓）） 

吸引性呼吸器有害性 データなし。（GHS分類：分類できない） 

 

 

12. 環境影響情報 

【ホルムアミド】 
 

水生環境急性有害性：  魚類（ヒメダカ）の 96 時間 LC50  ＞100mg/L  33 )  から、区分外とした。  
 

水生環境慢性有害性：  難水溶性でなく（水溶解度 =1.00×106mg/L  55 ) ）、急性毒性が低いことか

ら、区分外とした。  

【過酸化水素】 
 

水生環境急性有害性：  甲殻類（ミジンコ）の 48 時間 EC5 0=2.4mg/L  36 )  から、区分 2 とした。  

水生生物に毒性  
 

水生環境慢性有害性：  水中で速やかに分解するため、区分外とした。  

【抱水クロラール】 

生態毒性  

 

水生環境有害性（急性有害性）  甲殻類  (ミジンコ) での 48 時間 EC50 = 500 mg/L (HSDB, 2010)  

である。（GHS 分類：区分外）  

水生環境有害性（長期間有害性）  急性毒性区分外であり、難水溶性でない  

 (水溶解度  = 793000 mg/L (PHYSPROP Database, 2011))。 

（GHS 分類：区分外）  
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オゾン層への有害性  当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。  

（GHS 分類：分類できない）  

   

 

 

13. 廃棄上の注意 

【ホルムアミド】 
 

残余廃棄物：  廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。  
   

都道府県知事などの許可を受けた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委託して処理する。  
   

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。  
 

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。  
   

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。  

 

【過酸化水素】 
 

残余廃棄物：  廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。  
   

都道府県知事などの許可を受けた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委託して処理する。  
   

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。  
   

廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレ

ベルを低い状態にする。  
 

汚染容器及

び包装： 

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適

切な処分を行う。  
   

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。  

 

【抱水クロラール】 

残余廃棄物  廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性  

のレベルを低い状態にする。  

  廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。  

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。  

  空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。  
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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  

 

 

国内規制  

    

  

陸上

規制

情報  

消防法の規定に従う。  

 

  

海上

規制

情報  

非危険物  

 

  

航空

規制

情報  

非危険物  

 

 

特別の安全対策  危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒

もしくは破損しないように積載すること。  
  

危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬

すること。  
  

危険物の運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合に

は、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の

関係機関に通報すること。  
  

移送時にイエローカードの保持が必要。  

 

【過酸化水素】 

国連番号及び国連分類： 国連の分類の定義上危険有害物に該当しない。 

注意事項： 腐食性物質に関する一般的な注意をする。 

運送に際して、容器の漏れのないことを確かめ、落下，転倒，衝突を避ける。 
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【抱水クロラール】 
 

海洋汚染物質  非該当  

国際規制  海上規制情報  IMO の規定に従う。  

  航空規制情報  ＩＣＡＯ・ＩＡＴＡの規定に従う。  

国内規制  陸上規制情報  該当しない。  

  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。  

特別安全対策    移送時にイエローカードの保持が必要。  

    食品や飼料と一緒に輸送してはならない。  

    輸送に際しては、直射日光を避け、  

容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、  

荷崩れの防止を確実に行う。  

    重量物を上積みしない。  

緊急時応急措置指針番

号  

  151 

 

15. 適用法令 

  【ホルムアミド】  

労働安全衛生法：  名称等を通知すべき有害物  

（法第５７条の２、施行令第１８条の２別表第９）  

（政令番号  第 547 号）  
 

消防法： 第 4 類引火性液体、第三石油類水溶性液体  

（法第２条第７項危険物別表第１）  

 

【過酸化水素】 
 

労働安全衛生

法： 

名称等を通知すべき危険物及び有害物  

（法第５７条の２、施行令第１８条の２別表第９）  

（政令番号  第 126 号）  
  

危険物・酸化性の物  

（施行令別表第１第３号）  
   

腐食性液体（労働安全衛生規則第３２６条）  
 

毒物及び劇物取

締法： 

劇物  

（法第２条別表第２）  
  

劇物  

（指定令第２条）  
 

消防法： 第６類酸化性液体、過酸化水素  
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（法第２条第７項危険物別表第１）  
 

船舶安全法：  酸化性物質類・酸化性物質  

（危規則第２，３条危険物告示別表第１）  

（安定剤入りのもので濃度が６０質量％を超えるもの )  
  

酸化性物質類・酸化性物質  

（危規則第２，３条危険物告示別表第１）  

（必要に応じ安定剤入りのもので濃度が２０質量％以上６０質量％以下のもの）  
  

酸化性物質類・酸化性物質  

（危規則第２，３条危険物告示別表第１）  

（必要に応じ安定剤入りのもので濃度が８質量％以上２０質量％以下のもの）  
 

航空法  ： 輸送禁止  

( 過酸化水素、安定化されたもの、又は水溶液、必要に応じ安定剤入りのもので

濃度が６０質量％を超えるもの ) 
  

輸送禁止  

( 過酸化水素水溶液、  安定化されたもので、４０質量％以上６０質量％以下のも

の） 
  

酸化性物質類・酸化性物質  

（施行規則第１９４条危険物告示別表第１）  

（安定化されたもので、濃度が２０質量％以上４０質量％未満のもの )  
  

酸化性物質類・酸化性物質  

（施行規則第１９４条危険物告示別表第１）  

（安定剤入りのもので、濃度が８質量％以上２０質量％未満のもの）  

 

【抱水クロラール】 

船舶安全法  非該当  

航空法  非該当  

 

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。  
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