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1. 1. 1. 1. 製品及製品及製品及製品及びびびび会社情報会社情報会社情報会社情報    

        製品名製品名製品名製品名                        ：：：：フェノタイピングフェノタイピングフェノタイピングフェノタイピング    アポアポアポアポＥＥＥＥ    （（（（研究用試薬研究用試薬研究用試薬研究用試薬））））    

        製品番号製品番号製品番号製品番号                    ：：：：J13001J13001J13001J13001    

        会社名会社名会社名会社名                        ：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社    常光常光常光常光    

        住所住所住所住所                            ：〒：〒：〒：〒439439439439----0037003700370037    静岡県菊川市西方静岡県菊川市西方静岡県菊川市西方静岡県菊川市西方１５４１５４１５４１５４    

        担当部門担当部門担当部門担当部門                    ：：：：医薬品薬事品質保証部医薬品薬事品質保証部医薬品薬事品質保証部医薬品薬事品質保証部    

        電話番号電話番号電話番号電話番号                    ：：：：0537053705370537----36363636----1644164416441644    

        ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番号番号番号番号                ：：：：0537053705370537----36363636----2185218521852185    

    

2. 2. 2. 2. 組成組成組成組成・・・・成分情報成分情報成分情報成分情報    

        単一製品単一製品単一製品単一製品・・・・混合物混合物混合物混合物のののの区分区分区分区分：：：：混合物混合物混合物混合物    

構成品名構成品名構成品名構成品名    成分名成分名成分名成分名    CAS NoCAS NoCAS NoCAS No    含有量含有量含有量含有量    

アポアポアポアポＥＥＥＥ    ＩＥＦＩＥＦＩＥＦＩＥＦゲルゲルゲルゲル    アクリアクリアクリアクリルアミドルアミドルアミドルアミド    79797979----06060606----1111    4.85%4.85%4.85%4.85%    

プレパリングプレパリングプレパリングプレパリング溶液溶液溶液溶液    －－－－    －－－－    －－－－    

転写用転写用転写用転写用バッファバッファバッファバッファ    －－－－    －－－－    －－－－    

リンスバッファリンスバッファリンスバッファリンスバッファ    －－－－    －－－－    －－－－    

ブロッキングバッファブロッキングバッファブロッキングバッファブロッキングバッファ    －－－－    －－－－    －－－－    

第第第第１１１１抗体抗体抗体抗体    アジアジアジアジ化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム    26628266282662826628----22222222----8888    0.1%0.1%0.1%0.1%    

第第第第２２２２抗体抗体抗体抗体    －－－－    －－－－    －－－－    

発色試薬発色試薬発色試薬発色試薬    －－－－    －－－－    －－－－    

基質緩衝液基質緩衝液基質緩衝液基質緩衝液    －－－－    －－－－    －－－－    

電極液電極液電極液電極液（＋）（＋）（＋）（＋）    リンリンリンリン酸酸酸酸    7664766476647664----38383838----2222    10.8%10.8%10.8%10.8%    

電極液電極液電極液電極液（－）（－）（－）（－）    水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム    1310131013101310----73737373----2222    4%4%4%4%    
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3. 3. 3. 3. 危険有害性危険有害性危険有害性危険有害性のののの要約要約要約要約    

        GHSGHSGHSGHS 分類分類分類分類    

    

        【【【【アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド】】】】    

    

                    危険危険危険危険    
    

            物理化学的危険性物理化学的危険性物理化学的危険性物理化学的危険性                可燃性固体可燃性固体可燃性固体可燃性固体                        ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            自己反応性化学品自己反応性化学品自己反応性化学品自己反応性化学品            ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            自然発火性固体自然発火性固体自然発火性固体自然発火性固体                ：：：：区分外区分外区分外区分外    

    

            健康健康健康健康にににに対対対対するするするする有害性有害性有害性有害性            急性毒性急性毒性急性毒性急性毒性（（（（経口経口経口経口））））            ：：：：区分区分区分区分３３３３    

                                                            急性毒性急性毒性急性毒性急性毒性（（（（経皮経皮経皮経皮））））            ：：：：区分区分区分区分３３３３    

                                                            皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性・・・・刺激性刺激性刺激性刺激性        ：：：：区分区分区分区分３３３３    

                                                            眼眼眼眼にににに対対対対するするするする重篤重篤重篤重篤なななな損傷損傷損傷損傷    

・・・・眼刺激性眼刺激性眼刺激性眼刺激性                        ：：：：区分区分区分区分２２２２ＡＡＡＡ    

                                                            皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性                        ：：：：区分区分区分区分１１１１    

                                                            生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性            ：：：：区分区分区分区分１１１１ＢＢＢＢ    

発発発発がんがんがんがん性性性性                            ：：：：区分区分区分区分１１１１ＢＢＢＢ    

                                                                生殖毒性生殖毒性生殖毒性生殖毒性                            ：：：：区分区分区分区分１１１１ＢＢＢＢ    

                                                                特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性        

                                                                （（（（単回単回単回単回ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：区分区分区分区分１１１１（（（（神経系神経系神経系神経系、、、、精巣精巣精巣精巣））））    

                                                                特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性        

                                                                （（（（反復反復反復反復ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：区分区分区分区分１１１１（（（（神経系神経系神経系神経系、、、、精巣精巣精巣精巣））））    

    

                環境環境環境環境にににに対対対対するするするする有害性有害性有害性有害性            水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性        ：：：：区分区分区分区分３３３３    

                                                                水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性        ：：：：区分外区分外区分外区分外    

    

                危険有害性情報危険有害性情報危険有害性情報危険有害性情報                    飲飲飲飲みみみみ込込込込むとむとむとむと有毒有毒有毒有毒（（（（経口経口経口経口）、）、）、）、皮膚皮膚皮膚皮膚にににに接触接触接触接触するとするとするとすると有毒有毒有毒有毒（（（（経経経経

皮皮皮皮）、）、）、）、軽度軽度軽度軽度のののの皮膚刺激皮膚刺激皮膚刺激皮膚刺激、、、、強強強強いいいい眼刺激眼刺激眼刺激眼刺激、、、、アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー性性性性

皮膚反応皮膚反応皮膚反応皮膚反応をををを起起起起こすおそれこすおそれこすおそれこすおそれ、、、、遺伝性疾患遺伝性疾患遺伝性疾患遺伝性疾患のおそれのおそれのおそれのおそれ、、、、発発発発

がんのおそれがんのおそれがんのおそれがんのおそれ、、、、生殖能又生殖能又生殖能又生殖能又はははは胎児胎児胎児胎児へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響のおそれのおそれのおそれのおそれ、、、、

神経系神経系神経系神経系・・・・精巣精巣精巣精巣のののの障害障害障害障害、、、、長期又長期又長期又長期又はははは反復反復反復反復ばくばくばくばく露露露露によるによるによるによる神神神神

経系経系経系経系・・・・精巣精巣精巣精巣のののの障害障害障害障害、、、、水生生物水生生物水生生物水生生物にににに有害有害有害有害    
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    【【【【アジアジアジアジ化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

                    危険危険危険危険    
    

            物理化学的危険性物理化学的危険性物理化学的危険性物理化学的危険性                火薬類火薬類火薬類火薬類                                ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            自己反応性化学品自己反応性化学品自己反応性化学品自己反応性化学品            ：：：：タイプタイプタイプタイプＧＧＧＧ    

                                                            自然発火性固体自然発火性固体自然発火性固体自然発火性固体                ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            自己発熱性化学品自己発熱性化学品自己発熱性化学品自己発熱性化学品            ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            水反応可燃性化学品水反応可燃性化学品水反応可燃性化学品水反応可燃性化学品        ：：：：区分外区分外区分外区分外    

    

            健康健康健康健康にににに対対対対するするするする有害性有害性有害性有害性            急性毒性急性毒性急性毒性急性毒性（（（（経口経口経口経口））））            ：：：：区分区分区分区分２２２２    

                                                            急性毒性急性毒性急性毒性急性毒性（（（（経皮経皮経皮経皮））））            ：：：：区分区分区分区分１１１１    

                                                            皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性・・・・刺激性刺激性刺激性刺激性        ：：：：区分区分区分区分１１１１ＣＣＣＣ    

                                                            眼眼眼眼にににに対対対対するするするする重篤重篤重篤重篤なななな損傷損傷損傷損傷    

                                                            ・・・・眼刺激性眼刺激性眼刺激性眼刺激性                        ：：：：区分区分区分区分１１１１    

                                                            発発発発がんがんがんがん性性性性                            ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

                                                            （（（（単回単回単回単回ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：区分区分区分区分１１１１（（（（循環器系循環器系循環器系循環器系））））    

                                                            特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

                                                            （（（（反復反復反復反復ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：区分区分区分区分１１１１（（（（循環器系循環器系循環器系循環器系、、、、肝臓肝臓肝臓肝臓））））    

    

            環境環境環境環境にににに対対対対するするするする有害性有害性有害性有害性            水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性        ：：：：区分区分区分区分１１１１    

                                                            水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性        ：：：：区分区分区分区分１１１１    

    

            危険有害性情報危険有害性情報危険有害性情報危険有害性情報                    飲飲飲飲みみみみ込込込込むとむとむとむと生命生命生命生命にににに危険危険危険危険（（（（経口経口経口経口）、）、）、）、皮膚皮膚皮膚皮膚にににに接触接触接触接触するとするとするとすると生生生生

命命命命にににに危険危険危険危険（（（（経皮経皮経皮経皮）、）、）、）、重篤重篤重篤重篤なななな皮膚皮膚皮膚皮膚のののの薬傷薬傷薬傷薬傷・・・・眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷、、、、重重重重

篤篤篤篤なななな眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷、、、、循環器系循環器系循環器系循環器系のののの障害障害障害障害、、、、長期又長期又長期又長期又はははは反復反復反復反復ばくばくばくばく露露露露

によるによるによるによる循環器系循環器系循環器系循環器系、、、、肝臓肝臓肝臓肝臓のののの障害障害障害障害    
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【【【【リンリンリンリン酸酸酸酸】】】】    

    

                    危険危険危険危険    
    

            物理化学的危険性物理化学的危険性物理化学的危険性物理化学的危険性                可燃性固体可燃性固体可燃性固体可燃性固体                        ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            自然発火性固体自然発火性固体自然発火性固体自然発火性固体                ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            自己発熱性化学品自己発熱性化学品自己発熱性化学品自己発熱性化学品            ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            水反応可燃性化学品水反応可燃性化学品水反応可燃性化学品水反応可燃性化学品        ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            酸化酸化酸化酸化性固体性固体性固体性固体                        ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                                

            人健康有害性人健康有害性人健康有害性人健康有害性                        急性毒性急性毒性急性毒性急性毒性（（（（経口経口経口経口））））            ：：：：区分区分区分区分４４４４    

                                                            急性毒性急性毒性急性毒性急性毒性（（（（経皮経皮経皮経皮））））            ：：：：区分区分区分区分５５５５    

                                                            皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性・・・・刺激性刺激性刺激性刺激性        ：：：：区分区分区分区分１１１１Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－１１１１ＣＣＣＣ    

                                                            眼眼眼眼にににに対対対対するするするする重篤重篤重篤重篤なななな損傷損傷損傷損傷    

                                                            ・・・・眼刺激性眼刺激性眼刺激性眼刺激性                        ：：：：区分区分区分区分１１１１    

                                                            特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

                                                            （（（（単回単回単回単回ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：区分区分区分区分３３３３（（（（気道刺激性気道刺激性気道刺激性気道刺激性））））    

    

            危険有危険有危険有危険有害性情報害性情報害性情報害性情報                    飲飲飲飲みみみみ込込込込むとむとむとむと有害有害有害有害（（（（経口経口経口経口）、）、）、）、皮膚皮膚皮膚皮膚にににに接触接触接触接触するとするとするとすると有害有害有害有害のおのおのおのお    

それそれそれそれ（（（（経皮経皮経皮経皮）、）、）、）、重篤重篤重篤重篤なななな皮膚皮膚皮膚皮膚のののの薬傷薬傷薬傷薬傷・・・・眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷、、、、重篤重篤重篤重篤なななな    

眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷、、、、呼吸器呼吸器呼吸器呼吸器へのへのへのへの刺激刺激刺激刺激のおそれのおそれのおそれのおそれ    

    

        【【【【水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

                    危険危険危険危険    
    

            物理化学的危険性物理化学的危険性物理化学的危険性物理化学的危険性                可燃性固体可燃性固体可燃性固体可燃性固体                        ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            自然発火性固体自然発火性固体自然発火性固体自然発火性固体                ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            自己発熱性化学品自己発熱性化学品自己発熱性化学品自己発熱性化学品            ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            水反応可燃性化学品水反応可燃性化学品水反応可燃性化学品水反応可燃性化学品        ：：：：区分外区分外区分外区分外    

    

            人健康有害性人健康有害性人健康有害性人健康有害性                        皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性・・・・刺激性刺激性刺激性刺激性        ：：：：区分区分区分区分１１１１    

                                                            眼眼眼眼にににに対対対対するするするする重篤重篤重篤重篤なななな損傷損傷損傷損傷    

                                                            ・・・・眼刺激性眼刺激性眼刺激性眼刺激性                        ：：：：区分区分区分区分１１１１    

                                                            皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性                        ：：：：区分外区分外区分外区分外    

                                                            生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性            ：：：：区分外区分外区分外区分外    
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                                                            特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

                                                            （（（（単回単回単回単回ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：区分区分区分区分１１１１（（（（循環器循環器循環器循環器））））    

    

            環境有害性環境有害性環境有害性環境有害性                            水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性        ：：：：区分区分区分区分３３３３    

                                                            水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性        ：：：：区分外区分外区分外区分外    

    

            危険有害性危険有害性危険有害性危険有害性情報情報情報情報                    重篤重篤重篤重篤なななな皮膚皮膚皮膚皮膚のののの薬傷薬傷薬傷薬傷・・・・眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷、、、、重篤重篤重篤重篤なななな眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷、、、、呼吸呼吸呼吸呼吸    

器器器器のののの障害障害障害障害、、、、水生生物水生生物水生生物水生生物にににに有害有害有害有害    

    

4. 4. 4. 4. 応急処置応急処置応急処置応急処置    

        【【【【アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド】】】】    

    

目目目目にににに入入入入ったったったった場合場合場合場合        ：：：：水水水水でででで数分間数分間数分間数分間、、、、注意深注意深注意深注意深くくくく洗洗洗洗うことうことうことうこと。。。。次次次次にににに、、、、コンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズをををを    

着用着用着用着用していてしていてしていてしていて容易容易容易容易にににに外外外外せるせるせるせる場合場合場合場合はははは外外外外すことすことすことすこと。。。。そのそのそのその後後後後もももも洗浄洗浄洗浄洗浄をををを    

続続続続けることけることけることけること。。。。眼眼眼眼のののの刺激刺激刺激刺激がががが持続持続持続持続するするするする場合場合場合場合はははは、、、、医師医師医師医師のののの診断診断診断診断、、、、手当手当手当手当    

てをてをてをてを受受受受けることけることけることけること。。。。    

    

皮膚皮膚皮膚皮膚にににに付着付着付着付着したしたしたした場合場合場合場合：：：：多量多量多量多量のののの水水水水とととと石鹸石鹸石鹸石鹸でででで洗洗洗洗うことうことうことうこと。。。。直直直直ちにちにちにちに、、、、汚染汚染汚染汚染されたされたされたされた衣類衣類衣類衣類をすべをすべをすべをすべ    

てててて脱脱脱脱ぐことぐことぐことぐこと、、、、又又又又はははは取取取取りりりり去去去去ることることることること。。。。汚染汚染汚染汚染されたされたされたされた衣類衣類衣類衣類をををを再使用再使用再使用再使用すすすす    

るるるる前前前前にににに洗濯洗濯洗濯洗濯することすることすることすること。。。。皮膚刺激皮膚刺激皮膚刺激皮膚刺激がががが生生生生じたじたじたじた場場場場合合合合はははは、、、、医師医師医師医師のののの診断診断診断診断、、、、    

手当手当手当手当てをてをてをてを受受受受けることけることけることけること。。。。皮膚刺激又皮膚刺激又皮膚刺激又皮膚刺激又はははは発疹発疹発疹発疹がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合はははは、、、、医医医医    

師師師師のののの診断診断診断診断、、、、手当手当手当手当てをてをてをてを受受受受けることけることけることけること。。。。    

    

        吸入吸入吸入吸入したしたしたした場合場合場合場合            ：：：：呼吸呼吸呼吸呼吸がががが困難困難困難困難なななな場合場合場合場合にはにはにはには、、、、新鮮新鮮新鮮新鮮なななな空気空気空気空気のあるのあるのあるのある場所場所場所場所にににに移動移動移動移動しししし、、、、呼呼呼呼

吸吸吸吸しやすいしやすいしやすいしやすい姿勢姿勢姿勢姿勢でででで休息休息休息休息させることさせることさせることさせること。。。。医師医師医師医師のののの診断診断診断診断、、、、手当手当手当手当てをてをてをてを受受受受

けることけることけることけること。。。。    

                                                                            

飲飲飲飲みみみみ込込込込んだんだんだんだ場合場合場合場合        ：：：：口口口口をすすぐことをすすぐことをすすぐことをすすぐこと。。。。直直直直ちにちにちにちに医師医師医師医師にににに連絡連絡連絡連絡することすることすることすること。。。。医師医師医師医師のののの診断診断診断診断、、、、

手当手当手当手当てをてをてをてを受受受受けることけることけることけること。。。。    

    

【【【【アジアジアジアジ化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

目目目目にににに入入入入ったったったった場合場合場合場合        ：：：：水水水水でででで数分間数分間数分間数分間、、、、注意深注意深注意深注意深くくくく洗洗洗洗うことうことうことうこと。。。。次次次次にににに、、、、コンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズをををを    

着用着用着用着用していてしていてしていてしていて容易容易容易容易にににに外外外外せせせせるるるる場合場合場合場合はははは外外外外すことすことすことすこと。。。。そのそのそのその後後後後もももも洗浄洗浄洗浄洗浄をををを    

続続続続けることけることけることけること。。。。直直直直ちにちにちにちに医師医師医師医師をををを呼呼呼呼ぶことぶことぶことぶこと。。。。    

    

皮膚皮膚皮膚皮膚にににに付着付着付着付着したしたしたした場合場合場合場合：：：：直直直直ちにちにちにちに、、、、すべてのすべてのすべてのすべての汚染汚染汚染汚染されたされたされたされた衣類衣類衣類衣類をををを取取取取りりりり去去去去ることることることること。。。。皮膚皮膚皮膚皮膚をををを速速速速

やかにやかにやかにやかに洗浄洗浄洗浄洗浄することすることすることすること。。。。汚染汚染汚染汚染されたされたされたされた衣類衣類衣類衣類をををを再使用再使用再使用再使用するするするする前前前前にににに洗濯洗濯洗濯洗濯

することすることすることすること。。。。直直直直ちにちにちにちに医師医師医師医師をををを呼呼呼呼ぶことぶことぶことぶこと。。。。    

    

        吸入吸入吸入吸入したしたしたした場合場合場合場合            ：：：：新鮮新鮮新鮮新鮮なななな空気空気空気空気のあるのあるのあるのある場所場所場所場所にににに移動移動移動移動しししし、、、、呼吸呼吸呼吸呼吸しやすいしやすいしやすいしやすい姿勢姿勢姿勢姿勢でででで休息休息休息休息ささささ    

せることせることせることせること。。。。気分気分気分気分がががが悪悪悪悪いいいい時時時時はははは医師医師医師医師をををを呼呼呼呼ぶことぶことぶことぶこと。。。。    
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飲飲飲飲みみみみ込込込込んだんだんだんだ場合場合場合場合        ：：：：速速速速やかにやかにやかにやかに口口口口をすすぎをすすぎをすすぎをすすぎ、、、、医師医師医師医師のののの診断診断診断診断をををを受受受受けることけることけることけること。。。。吐吐吐吐かせないかせないかせないかせない    

ことことことこと。。。。    

    

【【【【リンリンリンリン酸酸酸酸】】】】    

    

目目目目にににに入入入入ったったったった場合場合場合場合        ：：：：直直直直ちにちにちにちに医師医師医師医師にににに連絡連絡連絡連絡することすることすることすること。。。。水水水水でででで数分間注意深数分間注意深数分間注意深数分間注意深くくくく洗洗洗洗うことうことうことうこと。。。。    

次次次次にににに、、、、コンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズをををを着用着用着用着用していてしていてしていてしていて容易容易容易容易にににに外外外外せるせるせるせる場合場合場合場合はははは    

外外外外すことすことすことすこと。。。。そのそのそのその後後後後もももも洗浄洗浄洗浄洗浄をををを続続続続けることけることけることけること。。。。    

    

        皮膚皮膚皮膚皮膚にににに付着付着付着付着したしたしたした場合場合場合場合：：：：直直直直ちにちにちにちに、、、、すべてのすべてのすべてのすべての汚染汚染汚染汚染されたされたされたされた衣類衣類衣類衣類をすべてをすべてをすべてをすべて脱脱脱脱ぐことぐことぐことぐこと、、、、又又又又はははは取取取取

りりりり去去去去ることることることること。。。。直直直直ちにちにちにちに医師医師医師医師にににに連絡連絡連絡連絡することすることすることすること。。。。皮膚皮膚皮膚皮膚をををを速速速速やかにやかにやかにやかに洗洗洗洗

浄浄浄浄することすることすることすること。。。。汚染汚染汚染汚染されたされたされたされた衣類衣類衣類衣類をををを再使用再使用再使用再使用するするするする前前前前にににに洗濯洗濯洗濯洗濯することすることすることすること。。。。    

    

        吸入吸入吸入吸入したしたしたした場合場合場合場合            ：：：：被災者被災者被災者被災者をををを新鮮新鮮新鮮新鮮なななな空気空気空気空気のあるのあるのあるのある場所場所場所場所にににに移動移動移動移動しししし、、、、呼吸呼吸呼吸呼吸しやすいしやすいしやすいしやすい姿勢姿勢姿勢姿勢    

でででで休息休息休息休息させることさせることさせることさせること。。。。直直直直ちにちにちにちに医師医師医師医師にににに連絡連絡連絡連絡することすることすることすること。。。。    

    

        飲飲飲飲みみみみ込込込込んだんだんだんだ場合場合場合場合        ：：：：直直直直ちにちにちにちに医師医師医師医師にににに連絡連絡連絡連絡することすることすることすること。。。。口口口口をすすぐことをすすぐことをすすぐことをすすぐこと。。。。無理無理無理無理にににに吐吐吐吐かせかせかせかせ    

ないことないことないことないこと。。。。    

    

        【【【【水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

目目目目にににに入入入入ったったったった場合場合場合場合        ：：：：直直直直ちにちにちにちに医師医師医師医師にににに連絡連絡連絡連絡することすることすることすること。。。。水水水水でででで数分間注意深数分間注意深数分間注意深数分間注意深くくくく洗洗洗洗うことうことうことうこと。。。。    

次次次次にににに、、、、コンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズをををを着用着用着用着用していてしていてしていてしていて容易容易容易容易にににに外外外外せるせるせるせる場合場合場合場合はははは    

外外外外すことすことすことすこと。。。。そのそのそのその後後後後もももも洗浄洗浄洗浄洗浄をををを続続続続けることけることけることけること。。。。    

    

        皮膚皮膚皮膚皮膚にににに付着付着付着付着したしたしたした場合場合場合場合：：：：直直直直ちにちにちにちに汚染汚染汚染汚染されたされたされたされた衣類衣類衣類衣類をすべてをすべてをすべてをすべて脱脱脱脱ぐことぐことぐことぐこと、、、、又又又又はははは取取取取りりりり去去去去ることることることること。。。。    

直直直直ちにちにちにちに医師医師医師医師にににに連絡連絡連絡連絡することすることすることすること。。。。皮膚皮膚皮膚皮膚をををを流水又流水又流水又流水又ははははシャワーシャワーシャワーシャワーでででで洗洗洗洗うううう

ことことことこと。。。。汚染汚染汚染汚染されたされたされたされた衣類衣類衣類衣類をををを再使用再使用再使用再使用するするするする前前前前にににに洗濯洗濯洗濯洗濯することすることすることすること。。。。    

    

        吸入吸入吸入吸入したしたしたした場合場合場合場合            ：：：：被災者被災者被災者被災者をををを新鮮新鮮新鮮新鮮なななな空気空気空気空気のあるのあるのあるのある場所場所場所場所にににに移動移動移動移動しししし、、、、呼吸呼吸呼吸呼吸しやすいしやすいしやすいしやすい姿勢姿勢姿勢姿勢    

でででで休息休息休息休息させるこさせるこさせるこさせることととと。。。。医師医師医師医師のののの診断診断診断診断、、、、手当手当手当手当てをてをてをてを受受受受けることけることけることけること。。。。    

    

        飲込飲込飲込飲込んだんだんだんだ場合場合場合場合            ：：：：直直直直ちにちにちにちに医師医師医師医師にににに連絡連絡連絡連絡することすることすることすること。。。。口口口口をすすぐことをすすぐことをすすぐことをすすぐこと。。。。吐吐吐吐かせないこかせないこかせないこかせないこ

とととと。。。。    

    

5. 5. 5. 5. 火災時火災時火災時火災時のののの措置措置措置措置    

        【【【【アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド】】】】    

    

消火剤消火剤消火剤消火剤                            ：：：：二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素、、、、粉末消火剤粉末消火剤粉末消火剤粉末消火剤、、、、砂砂砂砂、、、、土土土土、、、、一般一般一般一般のののの泡消火剤泡消火剤泡消火剤泡消火剤    

    

特有特有特有特有のののの危険有害性危険有害性危険有害性危険有害性        ：：：：火災火災火災火災によってによってによってによって刺激性刺激性刺激性刺激性、、、、毒性毒性毒性毒性、、、、又又又又はははは腐食性腐食性腐食性腐食性ののののガスガスガスガスをををを発生発生発生発生するするするする

おそれがあるおそれがあるおそれがあるおそれがある。。。。    

    

特有特有特有特有のののの消火方法消火方法消火方法消火方法            ：：：：危険危険危険危険でなければでなければでなければでなければ消火区域消火区域消火区域消火区域からからからから容器容器容器容器をををを移動移動移動移動するするするする。。。。    
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消火消火消火消火をををを行行行行うううう者者者者のののの保護保護保護保護    ：：：：消火作業消火作業消火作業消火作業のののの際際際際はははは、、、、空気呼吸器空気呼吸器空気呼吸器空気呼吸器をををを含含含含めめめめ完全完全完全完全なななな防護服防護服防護服防護服（（（（耐熱性耐熱性耐熱性耐熱性））））

をををを着用着用着用着用するするするする。。。。    

    

【【【【アジアジアジアジ化化化化ナトリナトリナトリナトリウムウムウムウム】】】】    

    

消火剤消火剤消火剤消火剤                            ：：：：二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素、、、、粉末消火剤粉末消火剤粉末消火剤粉末消火剤、、、、散水散水散水散水、、、、一般一般一般一般のののの泡消火剤泡消火剤泡消火剤泡消火剤    

    

使用不可使用不可使用不可使用不可のののの消火剤消火剤消火剤消火剤        ：：：：情報情報情報情報なしなしなしなし    

    

特有特有特有特有のののの危険有害性危険有害性危険有害性危険有害性        ：：：：熱熱熱熱によりによりによりにより自己分解自己分解自己分解自己分解やややや自然発火自然発火自然発火自然発火をををを引引引引きききき起起起起こすおそれがあるこすおそれがあるこすおそれがあるこすおそれがある。。。。

火災火災火災火災によってによってによってによって刺激性刺激性刺激性刺激性、、、、毒性毒性毒性毒性、、、、又又又又はははは腐食性腐食性腐食性腐食性ののののガスガスガスガスをををを発生発生発生発生するするするする

おそれがあるおそれがあるおそれがあるおそれがある。。。。    

    

特有特有特有特有のののの消火方法消火方法消火方法消火方法            ：：：：火災火災火災火災のののの種類種類種類種類にににに応応応応じてじてじてじて適切適切適切適切なななな消火剤消火剤消火剤消火剤をををを用用用用いるいるいるいる。。。。火災火災火災火災のののの場所場所場所場所かかかか

らららら適度適度適度適度のののの距離距離距離距離でででで大量大量大量大量のののの水水水水をををを散水散水散水散水するするするする。。。。危険危険危険危険でなければでなければでなければでなければ火災火災火災火災

区域区域区域区域からからからから容器容器容器容器をををを移動移動移動移動するするするする。。。。移動不可能移動不可能移動不可能移動不可能なななな場合場合場合場合、、、、容器及容器及容器及容器及びびびび周周周周

囲囲囲囲にににに散水散水散水散水してしてしてして冷却冷却冷却冷却するするするする。。。。消火後消火後消火後消火後もももも、、、、大量大量大量大量のののの水水水水をををを用用用用いていていていて十分十分十分十分

にににに容器容器容器容器をををを冷却冷却冷却冷却するするするする。。。。    

    

消消消消火火火火をををを行行行行うううう者者者者のののの保護保護保護保護    ：：：：適切適切適切適切なななな空気呼吸器空気呼吸器空気呼吸器空気呼吸器、、、、防護服防護服防護服防護服（（（（耐熱性耐熱性耐熱性耐熱性））））をををを着用着用着用着用するするするする。。。。    

    

        【【【【リンリンリンリン酸酸酸酸】】】】    

    

        消火剤消火剤消火剤消火剤                            ：：：：粉末消火剤粉末消火剤粉末消火剤粉末消火剤、、、、二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素、、、、耐耐耐耐アルコールアルコールアルコールアルコール性泡消火剤性泡消火剤性泡消火剤性泡消火剤、、、、散水散水散水散水    

    

        特有特有特有特有のののの危険有害性危険有害性危険有害性危険有害性        ：：：：火災火災火災火災によってによってによってによって刺激性刺激性刺激性刺激性、、、、腐食性又腐食性又腐食性又腐食性又はははは毒性毒性毒性毒性ののののガスガスガスガスをををを発生発生発生発生するおするおするおするお

それがあるそれがあるそれがあるそれがある。。。。加熱加熱加熱加熱によりによりによりにより容器容器容器容器がががが爆発爆発爆発爆発するおそれがあるするおそれがあるするおそれがあるするおそれがある。。。。    

    

        特有特有特有特有のののの消火方法消火方法消火方法消火方法            ：：：：危険危険危険危険でなければでなければでなければでなければ火災区域火災区域火災区域火災区域からからからから容器容器容器容器をををを移動移動移動移動するするするする。。。。容器内容器内容器内容器内にににに水水水水

をををを入入入入れてはいけないれてはいけないれてはいけないれてはいけない。。。。消火活動消火活動消火活動消火活動はははは、、、、有効有効有効有効にににに行行行行えるえるえるえる最最最最もももも遠遠遠遠いいいい

距離距離距離距離からからからから、、、、無人無人無人無人ホースホースホースホース保持具保持具保持具保持具ややややモニターモニターモニターモニター付付付付ききききノズルノズルノズルノズルをををを用用用用いいいい

てててて消火消火消火消火するするするする。。。。消火後消火後消火後消火後もももも、、、、大量大量大量大量のののの水水水水をををを用用用用いていていていて十分十分十分十分にににに容器容器容器容器をををを冷冷冷冷

却却却却するするするする。。。。    

    

        消火消火消火消火をををを行行行行うううう者者者者のののの保護保護保護保護    ：：：：適切適切適切適切なななな空気呼吸器空気呼吸器空気呼吸器空気呼吸器、、、、化学用保護衣化学用保護衣化学用保護衣化学用保護衣をををを着用着用着用着用するするするする。。。。    

    

        【【【【水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        消火剤消火剤消火剤消火剤                            ：：：：このこのこのこの物質物質物質物質はははは不燃性不燃性不燃性不燃性。。。。周辺火災周辺火災周辺火災周辺火災にににに適応適応適応適応したしたしたした消火剤消火剤消火剤消火剤をををを使用使用使用使用するするするする。。。。    

    

        使用不可使用不可使用不可使用不可のののの消火剤消火剤消火剤消火剤        ：：：：情報情報情報情報なしなしなしなし    

    

        特有特有特有特有のののの危険有害性危険有害性危険有害性危険有害性        ：：：：加熱加熱加熱加熱によりによりによりにより容器容器容器容器がががが爆発爆発爆発爆発するおそれがあるするおそれがあるするおそれがあるするおそれがある。。。。火災火災火災火災によってによってによってによって刺刺刺刺

激性激性激性激性、、、、腐食性又腐食性又腐食性又腐食性又はははは毒性毒性毒性毒性ののののガスガスガスガスをををを発生発生発生発生するおそれがあるするおそれがあるするおそれがあるするおそれがある。。。。    
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        特有特有特有特有のののの消火方法消火方法消火方法消火方法            ：：：：危険危険危険危険でなければでなければでなければでなければ火災区域火災区域火災区域火災区域からからからから容器容器容器容器をををを移動移動移動移動するするするする。。。。移動不可能移動不可能移動不可能移動不可能

なななな場合場合場合場合はははは、、、、容器容器容器容器をををを破損破損破損破損しないようにしないようにしないようにしないように注水注水注水注水しししし、、、、冷冷冷冷却却却却するするするする。。。。消消消消

火後火後火後火後もももも、、、、大量大量大量大量のののの水水水水をををを用用用用いていていていて十分十分十分十分にににに容器容器容器容器をををを冷却冷却冷却冷却するするするする。。。。容器内容器内容器内容器内

にににに水水水水をををを入入入入れてはいけないれてはいけないれてはいけないれてはいけない。。。。    

    

        消火消火消火消火をををを行行行行うううう者者者者のののの保護保護保護保護    ：：：：適切適切適切適切なななな空気呼吸器空気呼吸器空気呼吸器空気呼吸器、、、、化学用保護衣化学用保護衣化学用保護衣化学用保護衣をををを着用着用着用着用するするするする。。。。    

    

6. 6. 6. 6. 漏出時漏出時漏出時漏出時のののの措置措置措置措置    

        【【【【アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド】】】】    

    

直直直直ちにちにちにちに、、、、全全全全てのてのてのての方向方向方向方向にににに適切適切適切適切なななな距離距離距離距離をををを漏洩区域漏洩区域漏洩区域漏洩区域としてとしてとしてとして隔離隔離隔離隔離しししし、、、、関係者以外関係者以外関係者以外関係者以外のののの立入立入立入立入をををを禁禁禁禁

止止止止するするするする。。。。作業者作業者作業者作業者はははは適切適切適切適切なななな保護具保護具保護具保護具をををを着用着用着用着用しししし、、、、眼眼眼眼、、、、皮膚皮膚皮膚皮膚へのへのへのへの接触接触接触接触ややややガスガスガスガスのののの吸入吸入吸入吸入をををを避避避避けるけるけるける。。。。

漏洩物漏洩物漏洩物漏洩物はははは掃掃掃掃きききき集集集集めてめてめてめて空容器空容器空容器空容器にににに回収回収回収回収するするするする。。。。    

    

    

        【【【【アジアジアジアジ化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        直直直直ちにちにちにちに、、、、全全全全てのてのてのての方向方向方向方向にににに適切適切適切適切なななな距離距離距離距離をををを漏洩区域漏洩区域漏洩区域漏洩区域としてとしてとしてとして隔離隔離隔離隔離しししし、、、、関係者以外関係者以外関係者以外関係者以外のののの立入立入立入立入をををを禁禁禁禁

止止止止するするするする。。。。作業者作業者作業者作業者はははは適切適切適切適切なななな保護具保護具保護具保護具をををを着用着用着用着用しししし、、、、眼眼眼眼、、、、皮膚皮膚皮膚皮膚へのへのへのへの接触接触接触接触やややや粉粉粉粉じんやじんやじんやじんやヒュームヒュームヒュームヒュームのののの

吸入吸入吸入吸入をををを避避避避けるけるけるける。。。。漏洩物漏洩物漏洩物漏洩物はははは掃掃掃掃きききき集集集集めてめてめてめて空容器空容器空容器空容器にににに回収回収回収回収するするするする。。。。    

    

        【【【【リンリンリンリン酸酸酸酸】】】】    

    

        直直直直ちにちにちにちに、、、、全全全全てのてのてのての方向方向方向方向にににに適切適切適切適切なななな距離距離距離距離をををを漏洩区域漏洩区域漏洩区域漏洩区域としてとしてとしてとして隔離隔離隔離隔離しししし、、、、関係者以外関係者以外関係者以外関係者以外のののの立入立入立入立入をををを禁禁禁禁

止止止止するするするする。。。。作業者作業者作業者作業者はははは適切適切適切適切なななな保護具保護具保護具保護具をををを着用着用着用着用しししし、、、、眼眼眼眼、、、、皮膚皮膚皮膚皮膚へのへのへのへの接触接触接触接触やややや粉粉粉粉じんやじんやじんやじんやヒュームヒュームヒュームヒュームのののの

吸入吸入吸入吸入をををを避避避避けるけるけるける。。。。漏洩物漏洩物漏洩物漏洩物はははは掃掃掃掃きききき集集集集めてめてめてめて空容器空容器空容器空容器にににに回収回収回収回収するするするする。。。。乾燥乾燥乾燥乾燥したしたしたした土土土土、、、、砂砂砂砂あるいはあるいはあるいはあるいは不不不不

燃性物質燃性物質燃性物質燃性物質でででで吸収吸収吸収吸収しししし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは覆覆覆覆ってってってって容器容器容器容器にににに移移移移すすすす。。。。    

    

        【【【【水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        直直直直ちにちにちにちに、、、、全全全全てのてのてのての方向方向方向方向にににに適切適切適切適切なななな距離距離距離距離をををを漏洩区域漏洩区域漏洩区域漏洩区域としてとしてとしてとして隔離隔離隔離隔離しししし、、、、関係者以外関係者以外関係者以外関係者以外のののの立入立入立入立入をををを禁禁禁禁

止止止止するするするする。。。。作業者作業者作業者作業者はははは適切適切適切適切なななな保護具保護具保護具保護具をををを着用着用着用着用しししし、、、、眼眼眼眼、、、、皮膚皮膚皮膚皮膚へのへのへのへの接触接触接触接触ややややガスガスガスガスのののの吸入吸入吸入吸入をををを避避避避けるけるけるける。。。。

漏洩物漏洩物漏洩物漏洩物はははは掃掃掃掃きききき集集集集めてめてめてめて空容器空容器空容器空容器にににに回収回収回収回収するするするする。。。。汚染区域汚染区域汚染区域汚染区域をををを希酸希酸希酸希酸（（（（希塩酸希塩酸希塩酸希塩酸、、、、希硫酸希硫酸希硫酸希硫酸、、、、酢酸等酢酸等酢酸等酢酸等））））

でででで中和中和中和中和しししし、、、、大量大量大量大量のののの水水水水でででで希釈希釈希釈希釈してしてしてして洗洗洗洗いいいい流流流流すすすす。。。。    

    

7. 7. 7. 7. 取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい及及及及びびびび保管上保管上保管上保管上のののの注意注意注意注意    

【【【【アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド】】】】【【【【アジアジアジアジ化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】【】【】【】【リンリンリンリン酸酸酸酸】【】【】【】【水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

使用前使用前使用前使用前にににに添付文書添付文書添付文書添付文書のののの使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意をよくをよくをよくをよく読読読読むことむことむことむこと。。。。火気火気火気火気にににに注意注意注意注意しししし、、、、眼眼眼眼、、、、皮膚皮膚皮膚皮膚へのへのへのへの接接接接

触触触触ややややガスガスガスガスのののの吸入吸入吸入吸入をををを避避避避けることけることけることけること。。。。試薬試薬試薬試薬はははは２２２２～～～～８８８８℃℃℃℃（（（（凍結厳禁凍結厳禁凍結厳禁凍結厳禁））））でででで保管保管保管保管することすることすることすること。。。。    
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8. 8. 8. 8. ばくばくばくばく露防止及露防止及露防止及露防止及びびびび保護措置保護措置保護措置保護措置    

        【【【【アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド】】】】    

    

        管理濃度管理濃度管理濃度管理濃度                        ：：：：0.10.10.10.1ｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ３３３３    

            

        許容濃度許容濃度許容濃度許容濃度                        ：：：：0.10.10.10.1ｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ３３３３    皮皮皮皮    『『『『日本産業衛生学会日本産業衛生学会日本産業衛生学会日本産業衛生学会』』』』    

                                                ：：：：TLVTLVTLVTLV----TWATWATWATWA    0.030.030.030.03ｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ３３３３   IFV   IFV   IFV   IFV    『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』    

    

        設備対策設備対策設備対策設備対策                        ：：：：作業場作業場作業場作業場にはにはにはには洗眼器洗眼器洗眼器洗眼器とととと安全安全安全安全シャワーシャワーシャワーシャワーをををを設置設置設置設置しししし、、、、空気中空気中空気中空気中のののの濃度濃度濃度濃度

をばくをばくをばくをばく露限度以下露限度以下露限度以下露限度以下にににに保保保保つためにつためにつためにつために排気用排気用排気用排気用のののの換気換気換気換気をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

    

        保護具保護具保護具保護具                            ：：：：適切適切適切適切なななな保護具保護具保護具保護具をををを着用着用着用着用することすることすることすること。。。。    

    

        【【【【アジアジアジアジ化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        管理濃度管理濃度管理濃度管理濃度                        ：：：：設定設定設定設定されていないされていないされていないされていない。。。。    

    

        許容濃度許容濃度許容濃度許容濃度                        ：：：：設設設設定定定定されていないされていないされていないされていない。。。。    『『『『日本産業衛生学会日本産業衛生学会日本産業衛生学会日本産業衛生学会』』』』    

                                                ：：：：TLVTLVTLVTLV----C  0.29C  0.29C  0.29C  0.29ｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ３３３３『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』    

    

        設備対策設備対策設備対策設備対策                        ：：：：作業場作業場作業場作業場にはにはにはには洗眼器洗眼器洗眼器洗眼器とととと安全安全安全安全シャワーシャワーシャワーシャワーをををを設置設置設置設置しししし、、、、空気中空気中空気中空気中のののの濃度濃度濃度濃度

をばくをばくをばくをばく露限度以下露限度以下露限度以下露限度以下にににに保保保保つためにつためにつためにつために排気用排気用排気用排気用のののの換気換気換気換気をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

    

        保護具保護具保護具保護具                            ：：：：適切適切適切適切なななな保護具保護具保護具保護具をををを着用着用着用着用することすることすることすること。。。。    

    

【【【【リンリンリンリン酸酸酸酸】】】】    

    

        管理濃度管理濃度管理濃度管理濃度                        ：：：：設定設定設定設定されていないされていないされていないされていない。。。。    

    

        許容濃度許容濃度許容濃度許容濃度                        ：：：：1111ｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ３３３３    『『『『日本産業衛生学会日本産業衛生学会日本産業衛生学会日本産業衛生学会』』』』    

                                                ：：：：TLVTLVTLVTLV----TWA 1TWA 1TWA 1TWA 1ｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ３３３３        TLVTLVTLVTLV----STEL 3STEL 3STEL 3STEL 3ｍｍｍｍｇ／ｍｇ／ｍｇ／ｍｇ／ｍ３３３３        『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』    

    

        設備対策設備対策設備対策設備対策                        ：：：：作業場作業場作業場作業場にはにはにはには洗眼器洗眼器洗眼器洗眼器とととと安全安全安全安全シャワーシャワーシャワーシャワーをををを設置設置設置設置しししし、、、、高熱工程高熱工程高熱工程高熱工程でででで粉粉粉粉

じんじんじんじん、、、、ヒュームヒュームヒュームヒューム、、、、ミストミストミストミスト、、、、ガスガスガスガスがががが発生発生発生発生するときはするときはするときはするときは、、、、空気汚空気汚空気汚空気汚

染物質染物質染物質染物質をををを許容濃度以下許容濃度以下許容濃度以下許容濃度以下にににに保保保保つためにつためにつためにつために換気装置換気装置換気装置換気装置をををを設置設置設置設置するするするする。。。。    
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保護具保護具保護具保護具                            ：：：：適切適切適切適切なななな保護具保護具保護具保護具をををを着用着用着用着用することすることすることすること。。。。    

    

【【【【水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        管理濃度管理濃度管理濃度管理濃度                        ：：：：未設定未設定未設定未設定    

    

        許容濃度許容濃度許容濃度許容濃度                        ：：：：最大許容濃度最大許容濃度最大許容濃度最大許容濃度    2222ｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ３３３３    『『『『日本産業衛生学会日本産業衛生学会日本産業衛生学会日本産業衛生学会』』』』    

                                                ：：：：    TLVTLVTLVTLV----STEL 2STEL 2STEL 2STEL 2ｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ３３３３        『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』『ＡＣＧＩＨ』    

    

        設備対策設備対策設備対策設備対策                        ：：：：作業場作業場作業場作業場にはにはにはには洗眼器洗眼器洗眼器洗眼器とととと安全安全安全安全シャワーシャワーシャワーシャワーをををを設置設置設置設置しししし、、、、高熱工程高熱工程高熱工程高熱工程でででで粉粉粉粉

じんじんじんじん、、、、ヒュームヒュームヒュームヒューム、、、、ミストミストミストミスト、、、、ガスガスガスガスがががが発生発生発生発生するときはするときはするときはするときは、、、、換気装換気装換気装換気装

置置置置をををを設置設置設置設置するするするする。。。。    

            

保護具保護具保護具保護具                            ：：：：適切適切適切適切なななな保護具保護具保護具保護具をををを着用着用着用着用することすることすることすること。。。。    

    

9. 9. 9. 9. 物理的及物理的及物理的及物理的及びびびび化学的性質化学的性質化学的性質化学的性質    

        【【【【アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド】】】】    

    

        物理的状態物理的状態物理的状態物理的状態、、、、形状形状形状形状、、、、    

色色色色などなどなどなど                            ：：：：白色固体白色固体白色固体白色固体    

    

臭臭臭臭いいいい                                ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

ｐＨｐＨｐＨｐＨ                                ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

融点融点融点融点・・・・凝固点凝固点凝固点凝固点                ：：：：84.584.584.584.5℃℃℃℃（（（（融点融点融点融点））））    

    

沸点沸点沸点沸点、、、、初留意点及初留意点及初留意点及初留意点及びびびび    

沸騰範囲沸騰範囲沸騰範囲沸騰範囲                        ：：：：192.6192.6192.6192.6℃℃℃℃    

    

引火点引火点引火点引火点                            ：：：：138138138138℃℃℃℃（（（（密閉式密閉式密閉式密閉式））））    

    

爆発範囲爆発範囲爆発範囲爆発範囲                        ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

蒸気圧蒸気圧蒸気圧蒸気圧                            ：：：：１１１１Ｐａ（Ｐａ（Ｐａ（Ｐａ（20202020℃℃℃℃））））    
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蒸気密度蒸気密度蒸気密度蒸気密度（（（（空気空気空気空気＝＝＝＝１１１１）：）：）：）：2.452.452.452.45（（（（計算値計算値計算値計算値））））    

    

比重比重比重比重（（（（密度密度密度密度））））                ：：：：1.1221.1221.1221.122（（（（30303030℃℃℃℃／／／／4444℃℃℃℃））））    

    

溶解度溶解度溶解度溶解度                            ：：：：204204204204ｇ／ｇ／ｇ／ｇ／100100100100ｍＬ（ｍＬ（ｍＬ（ｍＬ（25252525℃℃℃℃・・・・水水水水））））    

    

オクタノールオクタノールオクタノールオクタノール／／／／    

水分配係数水分配係数水分配係数水分配係数                    ：：：：log Pow = log Pow = log Pow = log Pow = ----0.670.670.670.67（（（（測定値測定値測定値測定値））））    

    

自然発火温度自然発火温度自然発火温度自然発火温度                ：：：：424424424424℃℃℃℃    

    

分解温度分解温度分解温度分解温度                        ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

【【【【アジアジアジアジ化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

物理的状態物理的状態物理的状態物理的状態、、、、形状形状形状形状、、、、    

色色色色などなどなどなど                            ：：：：無色無色無色無色ないしないしないしないし白色白色白色白色のののの結晶粉末結晶粉末結晶粉末結晶粉末    

    

臭臭臭臭いいいい                                ：：：：ほとんどほとんどほとんどほとんど無臭無臭無臭無臭    

    

ｐＨｐＨｐＨｐＨ                                ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

融点融点融点融点・・・・凝固点凝固点凝固点凝固点                ：：：：275275275275℃℃℃℃（（（（融点融点融点融点）（）（）（）（分解開始分解開始分解開始分解開始））））    

    

沸点沸点沸点沸点、、、、初留意点及初留意点及初留意点及初留意点及びびびび    

沸騰範囲沸騰範囲沸騰範囲沸騰範囲                        ：：：：約約約約 300300300300℃℃℃℃（（（（沸点沸点沸点沸点）（）（）（）（爆発的分解爆発的分解爆発的分解爆発的分解））））    

    

引火点引火点引火点引火点                            ：：：：該当該当該当該当しないしないしないしない    

    

爆発範囲爆発範囲爆発範囲爆発範囲                        ：：：：該当該当該当該当しないしないしないしない    

    

蒸気圧蒸気圧蒸気圧蒸気圧                            ：：：：1111Ｐａ（Ｐａ（Ｐａ（Ｐａ（20202020℃℃℃℃））））    

    

蒸気密度蒸気密度蒸気密度蒸気密度（（（（空気空気空気空気＝＝＝＝１１１１）：）：）：）：2.262.262.262.26    
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比重比重比重比重（（（（密度密度密度密度））））                ：：：：1.8461.8461.8461.846（（（（20202020℃℃℃℃））））    

    

溶解度溶解度溶解度溶解度                            ：：：：41.741.741.741.7ｇ／ｇ／ｇ／ｇ／100100100100ｍＬ（ｍＬ（ｍＬ（ｍＬ（17171717℃℃℃℃））））    

    

オクタノールオクタノールオクタノールオクタノール／／／／    

水分配係数水分配係数水分配係数水分配係数                    ：：：：log Pow = 0.16log Pow = 0.16log Pow = 0.16log Pow = 0.16（（（（計算値計算値計算値計算値））））    

    

自自自自然発火温度然発火温度然発火温度然発火温度                ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

分解温度分解温度分解温度分解温度                        ：：：：275275275275----330330330330℃℃℃℃にににに熱熱熱熱せられるとせられるとせられるとせられると分解分解分解分解してしてしてして窒素窒素窒素窒素ガスガスガスガスをををを放出放出放出放出しししし、、、、酸酸酸酸

化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウムをををを残残残残すすすす。。。。    

    

【【【【リンリンリンリン酸酸酸酸】】】】    

    

物理的状態物理的状態物理的状態物理的状態、、、、形状形状形状形状、、、、    

色色色色などなどなどなど                            ：：：：吸湿性吸湿性吸湿性吸湿性のののの無色無色無色無色のののの結晶結晶結晶結晶    

    

臭臭臭臭いいいい                                ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

ｐＨｐＨｐＨｐＨ                                ：：：：1.51.51.51.5（（（（0.10.10.10.1Ｎａｑ．）Ｎａｑ．）Ｎａｑ．）Ｎａｑ．）    

    

融点融点融点融点・・・・凝固点凝固点凝固点凝固点                ：：：：42424242℃℃℃℃（（（（融点融点融点融点）））） 42.4 42.4 42.4 42.4℃℃℃℃（（（（凝固点凝固点凝固点凝固点））））    

    

沸点沸点沸点沸点、、、、初留意点及初留意点及初留意点及初留意点及びびびび    

沸騰範囲沸騰範囲沸騰範囲沸騰範囲                        ：：：：213213213213℃℃℃℃以下以下以下以下でででで分解分解分解分解するするするする。。。。    

    

引火点引火点引火点引火点                            ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

爆発範囲爆発範囲爆発範囲爆発範囲                        ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

蒸気圧蒸気圧蒸気圧蒸気圧                            ：：：：4444Ｐａ（Ｐａ（Ｐａ（Ｐａ（20202020℃℃℃℃））））    

    

蒸気密度蒸気密度蒸気密度蒸気密度（（（（空気空気空気空気＝＝＝＝１１１１）：）：）：）：3.43.43.43.4    

    

比重比重比重比重（（（（密度密度密度密度））））                ：：：：1.8641.8641.8641.864（（（（25252525℃℃℃℃））））    
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溶解度溶解度溶解度溶解度                            ：：：：非常非常非常非常によくによくによくによく溶溶溶溶けるけるけるける    

    

オクタノールオクタノールオクタノールオクタノール／／／／    

水分配係数水分配係数水分配係数水分配係数                    ：：：：log Pow = log Pow = log Pow = log Pow = ----0.770.770.770.77（（（（推定値推定値推定値推定値））））    

    

自然発火温度自然発火温度自然発火温度自然発火温度                ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

分解温度分解温度分解温度分解温度                        ：：：：≧≧≧≧213213213213℃℃℃℃        

    

【【【【水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

物理的状態物理的状態物理的状態物理的状態、、、、形状形状形状形状、、、、    

色色色色などなどなどなど                            ：：：：白色半透明白色半透明白色半透明白色半透明のののの固体固体固体固体    

    

臭臭臭臭いいいい                                ：：：：無臭無臭無臭無臭    

    

ｐＨｐＨｐＨｐＨ                                ：：：：12121212（（（（0.050.050.050.05％Ｗ／Ｗ）、％Ｗ／Ｗ）、％Ｗ／Ｗ）、％Ｗ／Ｗ）、13131313（（（（0.50.50.50.5％Ｗ／Ｗ）、％Ｗ／Ｗ）、％Ｗ／Ｗ）、％Ｗ／Ｗ）、14141414（（（（5555％Ｗ％Ｗ％Ｗ％Ｗ／Ｗ）／Ｗ）／Ｗ）／Ｗ）    

    

融点融点融点融点・・・・凝固点凝固点凝固点凝固点                ：：：：318318318318℃℃℃℃（（（（融点融点融点融点））））    

    

沸点沸点沸点沸点、、、、初留意点及初留意点及初留意点及初留意点及びびびび    

沸騰範囲沸騰範囲沸騰範囲沸騰範囲                        ：：：：1390139013901390℃℃℃℃（（（（沸点沸点沸点沸点））））    

    

引火点引火点引火点引火点                            ：：：：不燃性固体不燃性固体不燃性固体不燃性固体    

    

爆発範囲爆発範囲爆発範囲爆発範囲                        ：：：：不燃性固体不燃性固体不燃性固体不燃性固体    

    

蒸気圧蒸気圧蒸気圧蒸気圧                            ：：：：133133133133Ｐａ（Ｐａ（Ｐａ（Ｐａ（739739739739℃℃℃℃））））    

    

蒸気密度蒸気密度蒸気密度蒸気密度（（（（空気空気空気空気＝＝＝＝１１１１）：）：）：）：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

比重比重比重比重（（（（密度密度密度密度））））                ：：：：2.132.132.132.13（（（（比重比重比重比重））））    

    

溶解度溶解度溶解度溶解度                            ：：：：109109109109ｇ／ｇ／ｇ／ｇ／100100100100ｍＬ（ｍＬ（ｍＬ（ｍＬ（20202020℃℃℃℃））））メタノールメタノールメタノールメタノール、、、、エタノールエタノールエタノールエタノール、、、、グリグリグリグリ

セリンセリンセリンセリンにににに可溶可溶可溶可溶。。。。    
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オクタノールオクタノールオクタノールオクタノール／／／／    

水分配係数水分配係数水分配係数水分配係数                    ：：：：log Pow = log Pow = log Pow = log Pow = ----3.883.883.883.88（（（（推定値推定値推定値推定値））））    

    

自然発火温度自然発火温度自然発火温度自然発火温度                ：：：：不燃性固体不燃性固体不燃性固体不燃性固体    

    

分解温度分解温度分解温度分解温度                        ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

10. 10. 10. 10. 安定性及安定性及安定性及安定性及びびびび反応性反応性反応性反応性    

        【【【【アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド】】】】    

    

        安定性安定性安定性安定性                            ：：：：通常通常通常通常のののの条件条件条件条件においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、安定安定安定安定であるであるであるである。。。。    

    

        危険有害反応可能性危険有害反応可能性危険有害反応可能性危険有害反応可能性    ：：：：酸化剤酸化剤酸化剤酸化剤とととと激激激激しくしくしくしく反応反応反応反応するするするする。。。。    

    

        避避避避けるべきけるべきけるべきけるべき条件条件条件条件            ：：：：高温高温高温高温、、、、加熱加熱加熱加熱。。。。    

    

        混触危険物質混触危険物質混触危険物質混触危険物質                ：：：：酸化剤酸化剤酸化剤酸化剤    

    

        危険有害危険有害危険有害危険有害なななな分解生成物分解生成物分解生成物分解生成物：：：：加熱加熱加熱加熱するとするとするとすると分解分解分解分解してしてしてしてＮＯｘ、ＮＯｘ、ＮＯｘ、ＮＯｘ、アンモニアアンモニアアンモニアアンモニアなどのなどのなどのなどの有害有害有害有害ななななガスガスガスガス

をををを生成生成生成生成するするするする。。。。        

    

        【【【【アジアジアジアジ化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        安定性安定性安定性安定性                            ：：：：加熱加熱加熱加熱によりによりによりにより融解融解融解融解してしてしてして 300300300300℃℃℃℃でででで分解分解分解分解するするするする。。。。徐徐徐徐々々々々にににに加熱加熱加熱加熱すればすればすればすれば、、、、

窒素窒素窒素窒素をををを発生発生発生発生しながらしながらしながらしながら、、、、純粋純粋純粋純粋なななな金属金属金属金属ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム（（（（禁水禁水禁水禁水））））をををを生生生生

じるじるじるじる。。。。    

    

        危険有害反応可能性危険有害反応可能性危険有害反応可能性危険有害反応可能性    ：：：：乾燥乾燥乾燥乾燥するとするとするとすると熱熱熱熱、、、、火災火災火災火災、、、、摩擦又摩擦又摩擦又摩擦又はははは衝撃衝撃衝撃衝撃によりによりによりにより爆発爆発爆発爆発するおそれするおそれするおそれするおそれ    

があるがあるがあるがある。。。。銅銅銅銅、、、、鉛鉛鉛鉛、、、、水銀水銀水銀水銀、、、、二硫化炭素二硫化炭素二硫化炭素二硫化炭素とととと反応反応反応反応しししし、、、、特特特特にににに衝撃衝撃衝撃衝撃にににに

敏感敏感敏感敏感なななな化合物化合物化合物化合物をををを生成生成生成生成するするするする。。。。水溶液水溶液水溶液水溶液はははは弱塩基弱塩基弱塩基弱塩基であるであるであるである。。。。アルミアルミアルミアルミ

ニウムニウムニウムニウムにににに対対対対してしてしてして強強強強いいいい腐食性腐食性腐食性腐食性をををを示示示示すすすす。。。。    

    

        避避避避けるべきけるべきけるべきけるべき条件条件条件条件            ：：：：重金属重金属重金属重金属とのとのとのとの混触混触混触混触によりによりによりにより、、、、発熱発熱発熱発熱、、、、発火発火発火発火することがあるすることがあるすることがあるすることがある。。。。酸酸酸酸にににに    

よってよってよってよって有毒有毒有毒有毒かつかつかつかつ爆発性爆発性爆発性爆発性ののののアジアジアジアジ化水素酸化水素酸化水素酸化水素酸をををを発生発生発生発生するするするする。。。。    
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混触危険物質混触危険物質混触危険物質混触危険物質                ：：：：鉛鉛鉛鉛、、、、真鍮真鍮真鍮真鍮、、、、銅銅銅銅、、、、銀銀銀銀とととと接触接触接触接触するとするとするとすると火災火災火災火災とととと爆発爆発爆発爆発のののの危険性危険性危険性危険性があるがあるがあるがある。。。。    

    

危険有害危険有害危険有害危険有害なななな分解生成物分解生成物分解生成物分解生成物：：：：燃焼燃焼燃焼燃焼によりによりによりにより水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウムののののヒュームヒュームヒュームヒュームをををを発生発生発生発生するするするする。。。。    

    

【【【【リンリンリンリン酸酸酸酸】】】】    

    

        安定性安定性安定性安定性                            ：：：：アゾアゾアゾアゾ化合物化合物化合物化合物、、、、エポキシドエポキシドエポキシドエポキシドのののの影響下影響下影響下影響下でででで激激激激しくしくしくしく重合重合重合重合するするするする。。。。    

    

        危険有害反応可能性危険有害反応可能性危険有害反応可能性危険有害反応可能性    ：：：：中程度中程度中程度中程度のののの酸性酸性酸性酸性であるであるであるである。。。。塩基塩基塩基塩基とととと激激激激しくしくしくしく反応反応反応反応するするするする。。。。    

    

        避避避避けるべきけるべきけるべきけるべき条件条件条件条件            ：：：：アルコールアルコールアルコールアルコール、、、、アルデヒドアルデヒドアルデヒドアルデヒド、、、、シアンシアンシアンシアン化合物化合物化合物化合物、、、、ケトンケトンケトンケトン、、、、フェノフェノフェノフェノ

ールールールール、、、、エステルエステルエステルエステル、、、、硫化物硫化物硫化物硫化物、、、、有機有機有機有機ハロゲンハロゲンハロゲンハロゲン化物化物化物化物とととと接触接触接触接触するとするとするとすると

分解分解分解分解しししし、、、、有毒有毒有毒有毒ななななヒュームヒュームヒュームヒュームをををを生生生生じるじるじるじる。。。。燃焼燃焼燃焼燃焼するとするとするとすると、、、、有毒有毒有毒有毒ななななヒヒヒヒ

ュームュームュームューム（（（（リンリンリンリン酸化物酸化物酸化物酸化物））））をををを生成生成生成生成するするするする。。。。    

    

混触危険物質混触危険物質混触危険物質混触危険物質                ：：：：多多多多くのくのくのくの金属金属金属金属をををを侵侵侵侵してしてしてして引火性引火性引火性引火性／／／／爆発性気体爆発性気体爆発性気体爆発性気体（（（（水素水素水素水素））））をををを生生生生じるじるじるじる。。。。    

アゾアゾアゾアゾ化合物化合物化合物化合物、、、、エポキシドエポキシドエポキシドエポキシド、、、、アルコールアルコールアルコールアルコール、、、、アルデヒドアルデヒドアルデヒドアルデヒド、、、、シアシアシアシア    

ンンンン化物化物化物化物、、、、ケトンケトンケトンケトン、、、、フェノールフェノールフェノールフェノール、、、、エステルエステルエステルエステル、、、、硫化物硫化物硫化物硫化物、、、、有機有機有機有機ハハハハ    

ロゲンロゲンロゲンロゲン化物化物化物化物とのとのとのとの接触接触接触接触にににに注意注意注意注意するするするする。。。。    

    

危険有害危険有害危険有害危険有害なななな分解生成物分解生成物分解生成物分解生成物：：：：燃焼燃焼燃焼燃焼のののの際際際際はははは、、、、リンリンリンリン酸化物酸化物酸化物酸化物などがなどがなどがなどが生成生成生成生成されるされるされるされる。。。。    

    

【【【【水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        安定性安定性安定性安定性                            ：：：：潮解性潮解性潮解性潮解性がががが強強強強いいいい。。。。固体及固体及固体及固体及びびびび水溶液水溶液水溶液水溶液はははは、、、、空気中空気中空気中空気中のののの炭酸炭酸炭酸炭酸ガスガスガスガスをををを吸吸吸吸

収収収収してしてしてして炭酸炭酸炭酸炭酸ソーダソーダソーダソーダになるになるになるになる。。。。    

    

        危険有害反応可能性危険有害反応可能性危険有害反応可能性危険有害反応可能性    ：：：：酸酸酸酸とととと激激激激しくしくしくしく反応反応反応反応しししし、、、、湿湿湿湿ったったったった空気中空気中空気中空気中でででで亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛、、、、アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム、、、、    

スズスズスズスズ、、、、鉛鉛鉛鉛などのなどのなどのなどの金属金属金属金属とととと反応反応反応反応してしてしてして、、、、腐食性腐食性腐食性腐食性をををを示示示示しししし、、、、引火性引火性引火性引火性／／／／    

爆発性気体爆発性気体爆発性気体爆発性気体（（（（水素水素水素水素））））をををを生成生成生成生成するするするする。。。。アンモニウアンモニウアンモニウアンモニウムムムム塩塩塩塩とととと反応反応反応反応しししし    

ててててアンモニアアンモニアアンモニアアンモニアをををを生成生成生成生成しししし、、、、火災火災火災火災のののの危険危険危険危険をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす。。。。リンリンリンリン化合化合化合化合    

物物物物とととと反応反応反応反応しししし、、、、有毒有毒有毒有毒・・・・可燃性可燃性可燃性可燃性ガスガスガスガス（（（（リンリンリンリン化水素化水素化水素化水素））））をををを発生発生発生発生するするするする。。。。    

あるあるあるある種種種種ののののプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック、、、、ゴムゴムゴムゴム、、、、被覆膜被覆膜被覆膜被覆膜をををを侵侵侵侵すすすす。。。。    
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        避避避避けるべきけるべきけるべきけるべき条件条件条件条件            ：：：：水水水水、、、、湿湿湿湿ったったったった空気空気空気空気、、、、混触危険物質混触危険物質混触危険物質混触危険物質とのとのとのとの接触接触接触接触。。。。    

    

混触危険物質混触危険物質混触危険物質混触危険物質                ：：：：酸酸酸酸、、、、金属類金属類金属類金属類。。。。    

    

危険有害危険有害危険有害危険有害なななな分解生成物分解生成物分解生成物分解生成物：：：：強熱強熱強熱強熱によりによりによりにより、、、、酸化酸化酸化酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウムとととと水素水素水素水素をををを発生発生発生発生するするするする。。。。    

    

11. 11. 11. 11. 有害性情報有害性情報有害性情報有害性情報    

        【【【【アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド】】】】    

    

        急性毒性急性毒性急性毒性急性毒性                        ：：：：飲飲飲飲みみみみ込込込込むとむとむとむと有毒有毒有毒有毒（（（（区分区分区分区分３３３３）、）、）、）、皮膚皮膚皮膚皮膚にににに接触接触接触接触するとするとするとすると有毒有毒有毒有毒（（（（区分区分区分区分

３３３３）、）、）、）、吸入吸入吸入吸入（（（（情報情報情報情報なしなしなしなし））））    

    

        皮膚腐食皮膚腐食皮膚腐食皮膚腐食性性性性・・・・刺激性刺激性刺激性刺激性    ：：：：軽度軽度軽度軽度のののの皮膚刺激皮膚刺激皮膚刺激皮膚刺激（（（（区分区分区分区分３３３３））））    

    

        眼眼眼眼にににに対対対対するするするする重篤重篤重篤重篤なななな損傷損傷損傷損傷    

        ・・・・眼刺激性眼刺激性眼刺激性眼刺激性                        ：：：：強強強強いいいい眼刺激性眼刺激性眼刺激性眼刺激性（（（（区分区分区分区分２２２２Ａ）Ａ）Ａ）Ａ）    

    

        呼吸器感作性呼吸器感作性呼吸器感作性呼吸器感作性                    ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

        皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性                        ：：：：アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー性皮膚反応性皮膚反応性皮膚反応性皮膚反応をををを起起起起こすおそれこすおそれこすおそれこすおそれ（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

    

        生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性            ：：：：遺伝性疾患遺伝性疾患遺伝性疾患遺伝性疾患のおそれのおそれのおそれのおそれ（（（（区分区分区分区分１１１１Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）    

    

        発発発発がんがんがんがん性性性性                            ：：：：発発発発がんのおそれがんのおそれがんのおそれがんのおそれ（（（（区分区分区分区分１１１１Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）    

    

        生殖毒性生殖毒性生殖毒性生殖毒性                            ：：：：生殖能又生殖能又生殖能又生殖能又はははは胎児胎児胎児胎児へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響のおそれのおそれのおそれのおそれ（（（（区分区分区分区分１１１１Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）    

    

        特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

        （（（（単回単回単回単回ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：神経系神経系神経系神経系、、、、精巣精巣精巣精巣のののの障害障害障害障害（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

    

        特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

        （（（（反復反復反復反復ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：長期又長期又長期又長期又はははは反復反復反復反復ばくばくばくばく露露露露によるによるによるによる神経系神経系神経系神経系、、、、精巣精巣精巣精巣のののの障害障害障害障害（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

    

        吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性        ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    
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【【【【アジアジアジアジ化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        急性毒性急性毒性急性毒性急性毒性                            ：：：：経口経口経口経口（（（（区分区分区分区分２２２２）、）、）、）、経皮経皮経皮経皮（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

    

        皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性・・・・刺激性刺激性刺激性刺激性        ：：：：重篤重篤重篤重篤なななな皮膚皮膚皮膚皮膚のののの薬傷薬傷薬傷薬傷・・・・眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷（（（（区分区分区分区分１１１１Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

    

眼眼眼眼にににに対対対対するするするする重篤重篤重篤重篤なななな損傷損傷損傷損傷    ：：：：重篤重篤重篤重篤なななな眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

        ・・・・眼刺激性眼刺激性眼刺激性眼刺激性    

    

        呼吸器感作性呼吸器感作性呼吸器感作性呼吸器感作性                    ：：：：情報情報情報情報なしなしなしなし    

    

        皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性                        ：：：：情報情報情報情報なしなしなしなし    

                        

生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性            ::::分類分類分類分類できないできないできないできない    

    

        発発発発がんがんがんがん性性性性              :              :              :              :分類分類分類分類できないできないできないできない    

    

        生殖毒性生殖毒性生殖毒性生殖毒性                            ：：：：情報情報情報情報なしなしなしなし    

            

        特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

        （（（（単回単回単回単回ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：循環器系循環器系循環器系循環器系のののの障害障害障害障害（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

    

        特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

        （（（（反復反復反復反復ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：循環器系循環器系循環器系循環器系、、、、肝臓肝臓肝臓肝臓のののの障害障害障害障害（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

    

        吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性        ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

【【【【リンリンリンリン酸酸酸酸】】】】    

    

        急性毒性急性毒性急性毒性急性毒性                            ：：：：経口経口経口経口（（（（区分区分区分区分４４４４）、）、）、）、経皮経皮経皮経皮（（（（区分区分区分区分５５５５））））    

    

        皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性・・・・刺激性刺激性刺激性刺激性        ：：：：重篤重篤重篤重篤なななな皮膚皮膚皮膚皮膚のののの薬傷薬傷薬傷薬傷・・・・眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷（（（（区分区分区分区分１１１１Ａ）Ａ）Ａ）Ａ）    

    

眼眼眼眼にににに対対対対するするするする重篤重篤重篤重篤なななな損傷損傷損傷損傷    ：：：：重篤重篤重篤重篤なななな眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

        ・・・・眼刺激性眼刺激性眼刺激性眼刺激性    
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        呼吸器感作性呼吸器感作性呼吸器感作性呼吸器感作性                    ：：：：分類分類分類分類できないできないできないできない    

    

        皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性                        ：：：：分類分類分類分類できないできないできないできない    

                        

生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性            ::::データデータデータデータなしなしなしなし    

    

        発発発発がんがんがんがん性性性性              :              :              :              :データデータデータデータなしなしなしなし    

    

        生殖毒性生殖毒性生殖毒性生殖毒性                            ：：：：分類分類分類分類できないできないできないできない    

            

        特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

        （（（（単回単回単回単回ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：呼吸器呼吸器呼吸器呼吸器へのへのへのへの刺激刺激刺激刺激のおそれのおそれのおそれのおそれ（（（（区分区分区分区分３３３３））））    

    

        特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

        （（（（反復反復反復反復ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：分類分類分類分類できないできないできないできない    

    

        吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性        ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

【【【【水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        急急急急性毒性性毒性性毒性性毒性                            ：：：：経口経口経口経口（（（（分類分類分類分類できないできないできないできない）、）、）、）、経皮経皮経皮経皮（（（（分類分類分類分類できないできないできないできない）、）、）、）、吸入吸入吸入吸入（（（（デデデデ

ータータータータなしなしなしなし））））    

    

        皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性皮膚腐食性・・・・刺激性刺激性刺激性刺激性        ：：：：重篤重篤重篤重篤なななな皮膚皮膚皮膚皮膚のののの薬傷薬傷薬傷薬傷・・・・眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

    

眼眼眼眼にににに対対対対するするするする重篤重篤重篤重篤なななな損傷損傷損傷損傷    ：：：：重篤重篤重篤重篤なななな眼眼眼眼のののの損傷損傷損傷損傷（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

        ・・・・眼刺激性眼刺激性眼刺激性眼刺激性    

    

        呼吸器感作性呼吸器感作性呼吸器感作性呼吸器感作性                    ：：：：分類分類分類分類できないできないできないできない    

    

        皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性                        ：：：：皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性皮膚感作性がががが認認認認められないめられないめられないめられない（（（（区分外区分外区分外区分外））））    

                        

生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性生殖細胞変異原性            ::::区分外区分外区分外区分外    

    

        発発発発がんがんがんがん性性性性              :              :              :              :分類分類分類分類できないできないできないできない    
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        生殖毒性生殖毒性生殖毒性生殖毒性                            ：：：：分類分類分類分類できないできないできないできない    

            

        特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

        （（（（単回単回単回単回ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：呼吸器呼吸器呼吸器呼吸器のののの障害障害障害障害（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

    

        特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器特定標的臓器・・・・全身毒性全身毒性全身毒性全身毒性    

        （（（（反復反復反復反復ばくばくばくばく露露露露））））                ：：：：分類分類分類分類できないできないできないできない    

    

        吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性吸引性呼吸器有害性        ：：：：データデータデータデータなしなしなしなし    

    

12. 12. 12. 12. 環境影響情報環境影響情報環境影響情報環境影響情報    

        【【【【アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド】】】】    

    

        生態毒性生態毒性生態毒性生態毒性                            ：：：：水生生物水生生物水生生物水生生物にににに有害有害有害有害（（（（区分区分区分区分３３３３））））    

    

        残留性残留性残留性残留性・・・・分解性分解性分解性分解性                ：：：：急速分解性急速分解性急速分解性急速分解性があるがあるがあるがある    

    

        生体蓄積性生体蓄積性生体蓄積性生体蓄積性                        ：：：：生物蓄積性生物蓄積性生物蓄積性生物蓄積性はははは低低低低いといといといと推定推定推定推定されるされるされるされる    

    

        【【【【アジアジアジアジ化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性        ：：：：水生生物水生生物水生生物水生生物にににに非常非常非常非常にににに強強強強いいいい毒性毒性毒性毒性（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

    

        水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性        ：：：：長期的影響長期的影響長期的影響長期的影響によりによりによりにより水生生物水生生物水生生物水生生物にににに非常非常非常非常にににに強強強強いいいい毒性毒性毒性毒性（（（（区分区分区分区分１１１１））））    

    

【【【【リンリンリンリン酸酸酸酸】】】】    

    

        水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性        ：：：：分類分類分類分類できないできないできないできない    

    

        水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性        ：：：：分類分類分類分類できないできないできないできない    
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    【【【【水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性水生環境急性有害性        ：：：：水生生物水生生物水生生物水生生物にににに有害有害有害有害（（（（区分区分区分区分３３３３））））    

    

        水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性水生環境慢性有害性        ：：：：区分外区分外区分外区分外    

    

13. 13. 13. 13. 廃棄上廃棄上廃棄上廃棄上のののの注意注意注意注意    

    

使用後使用後使用後使用後はははは、、、、許可許可許可許可をををを受受受受けたけたけたけた専門専門専門専門のののの医療廃棄物処理業者医療廃棄物処理業者医療廃棄物処理業者医療廃棄物処理業者にににに処理処理処理処理をををを委託委託委託委託するするするする。。。。        

    

14. 14. 14. 14. 輸送上輸送上輸送上輸送上のののの注意注意注意注意    

    

・・・・運搬運搬運搬運搬にににに際際際際してはしてはしてはしては容器容器容器容器にににに漏漏漏漏れのないことをれのないことをれのないことをれのないことを確確確確かめかめかめかめ、、、、転倒転倒転倒転倒、、、、落下落下落下落下、、、、損傷損傷損傷損傷がないようがないようがないようがないよう    

積積積積みみみみ込込込込みみみみ、、、、荷荷荷荷くずれのくずれのくずれのくずれの防止防止防止防止をををを確実確実確実確実にににに行行行行うううう。。。。    

・・・・そそそそのののの他他他他、、、、薬事法薬事法薬事法薬事法にににに定定定定めるところにめるところにめるところにめるところに従従従従うううう。。。。    

    

15. 15. 15. 15. 適用法令適用法令適用法令適用法令    

        【【【【アクリルアミドアクリルアミドアクリルアミドアクリルアミド】】】】    

            

        薬事法薬事法薬事法薬事法（（（（体外診断用医薬品体外診断用医薬品体外診断用医薬品体外診断用医薬品）、）、）、）、労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法（（（（特定化学物質第特定化学物質第特定化学物質第特定化学物質第２２２２類物質類物質類物質類物質））））    

        労働基準法労働基準法労働基準法労働基準法（（（（疾病化学物質疾病化学物質疾病化学物質疾病化学物質）、）、）、）、毒劇法毒劇法毒劇法毒劇法（（（（劇物劇物劇物劇物）、ＰＲＴＲ）、ＰＲＴＲ）、ＰＲＴＲ）、ＰＲＴＲ法法法法（（（（第第第第１１１１種指定化学物質種指定化学物質種指定化学物質種指定化学物質））））    

        船舶安全法船舶安全法船舶安全法船舶安全法（（（（毒物類毒物類毒物類毒物類・・・・毒物毒物毒物毒物）、）、）、）、航空法航空法航空法航空法（（（（毒物類毒物類毒物類毒物類・・・・毒物毒物毒物毒物））））    

    

        【【【【アジアジアジアジ化化化化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        薬事法薬事法薬事法薬事法（（（（体外診断用医薬品体外診断用医薬品体外診断用医薬品体外診断用医薬品）、）、）、）、労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法（（（（危険物危険物危険物危険物・・・・爆発性爆発性爆発性爆発性のののの物物物物、、、、名称等名称等名称等名称等をををを通通通通

知知知知すべきすべきすべきすべき有害物有害物有害物有害物）、）、）、）、消防法消防法消防法消防法（（（（第第第第5555類自己反応性物質類自己反応性物質類自己反応性物質類自己反応性物質、、、、ジアゾジアゾジアゾジアゾ化合物化合物化合物化合物））））    

船舶安全法船舶安全法船舶安全法船舶安全法（（（（毒物類毒物類毒物類毒物類・・・・毒物毒物毒物毒物）、）、）、）、航空法航空法航空法航空法（（（（毒物類毒物類毒物類毒物類・・・・毒物毒物毒物毒物）、）、）、）、毒物及毒物及毒物及毒物及びびびび劇物取締法劇物取締法劇物取締法劇物取締法（（（（毒物毒物毒物毒物））））    

    

【【【【リンリンリンリン酸酸酸酸】】】】    

    

        薬事法薬事法薬事法薬事法（（（（体外診断用医薬品体外診断用医薬品体外診断用医薬品体外診断用医薬品）、）、）、）、労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法（（（（名称等名称等名称等名称等をををを通知通知通知通知すべきすべきすべきすべき有害物有害物有害物有害物））））    

        船舶安全法船舶安全法船舶安全法船舶安全法（（（（腐食性物質腐食性物質腐食性物質腐食性物質）、）、）、）、航空法航空法航空法航空法（（（（腐食性物質腐食性物質腐食性物質腐食性物質））））    

    

【【【【水酸化水酸化水酸化水酸化ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム】】】】    

    

        薬事法薬事法薬事法薬事法（（（（体外診断用医薬品体外診断用医薬品体外診断用医薬品体外診断用医薬品）、）、）、）、労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法（（（（名称等名称等名称等名称等をををを通知通知通知通知すべきすべきすべきすべき有害物有害物有害物有害物・・・・腐食腐食腐食腐食

性液体性液体性液体性液体）、）、）、）、毒物及毒物及毒物及毒物及びびびび劇物取締法劇物取締法劇物取締法劇物取締法（（（（劇物劇物劇物劇物）、）、）、）、船舶安全法船舶安全法船舶安全法船舶安全法（（（（腐食性物質腐食性物質腐食性物質腐食性物質））））    

        航空法航空法航空法航空法（（（（腐食性物質腐食性物質腐食性物質腐食性物質））））    
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16. 16. 16. 16. そのそのそのその他他他他    

    

記載内容記載内容記載内容記載内容はははは現時点現時点現時点現時点でででで入手入手入手入手できるできるできるできる資料資料資料資料、、、、情報情報情報情報、、、、データデータデータデータにににに基基基基づいてづいてづいてづいて作成作成作成作成しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、

含有量含有量含有量含有量、、、、物質化学的性質物質化学的性質物質化学的性質物質化学的性質、、、、危険危険危険危険・・・・有害性有害性有害性有害性等等等等にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、いかなるいかなるいかなるいかなる保証保証保証保証をなすものでをなすものでをなすものでをなすもので

はありませんはありませんはありませんはありません。。。。またまたまたまた、、、、注意事項注意事項注意事項注意事項はははは通常通常通常通常のののの取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを対象対象対象対象にしたものなのでにしたものなのでにしたものなのでにしたものなので、、、、特殊特殊特殊特殊なななな取取取取

扱扱扱扱いのいのいのいの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、用途用途用途用途・・・・用法用法用法用法にににに適適適適したしたしたした安全対策安全対策安全対策安全対策をををを実施実施実施実施のののの上上上上、、、、ごごごご利用利用利用利用おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげ

ますますますます。。。。    

尚尚尚尚、、、、記載内容記載内容記載内容記載内容はははは法令法令法令法令のののの改正及改正及改正及改正及びびびび新新新新しいしいしいしい知見知見知見知見にににに基基基基づいてづいてづいてづいて改訂改訂改訂改訂することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。        

    


