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製品安全製品安全製品安全製品安全データシートデータシートデータシートデータシート（（（（MSDS）））） 

Endoglycosidase Raction Buffer pack 

                         

 

 

 

1.    製品情報製品情報製品情報製品情報 

製品名製品名製品名製品名：：：：Endoglycosidase Raction Buffer pack 

製品内容製品内容製品内容製品内容：：：：下記製品が個別のチューブに含まれている。 

･G7 Reaction Buffer；50 mM の Sodium Phosphate が 1ml の水に溶解している。  

･G5 Reaction Buffer；50 mM Sodium Citrateが 1ml の水に溶解している。 

･Glycoprotein Denaturing Buffer；0.5% SDS, 40 mM DTT が 1ml の水に溶解している。 

･10% NP-40；10% NP-40 が 1ml の水に溶解している。 

 

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別区別区別区別：：：：                                                            混合物    

危険有害成分危険有害成分危険有害成分危険有害成分のののの化学名化学名化学名化学名：：：：                                                                Nonidet P-40 

                                別名；ポリ（オキエチレン）=ノニルフェニルエーテルオクチル 

フェノキシポリエトキシエタノール 

危険有害成分危険有害成分危険有害成分危険有害成分をををを含含含含むむむむ試薬名試薬名試薬名試薬名：：：：                                                    10% NP-40 

含有量含有量含有量含有量：：：：                                                                                                                    10 ％    

化学式化学式化学式化学式またはまたはまたはまたは構造式構造式構造式構造式：：：：                                                                        (C2H4O)nC15H24O  

分子量分子量分子量分子量：：：：                                                                                                            646.85（ｎ＝10、Ｃ34Ｈ62Ｏ11 として） 

構造式構造式構造式構造式：：：： 

  

    

    

CASCASCASCAS 番号番号番号番号：：：：                                                                                                    9016-45-9 

官報公示整理番号官報公示整理番号官報公示整理番号官報公示整理番号（（（（化審法化審法化審法化審法・・・・安衛法安衛法安衛法安衛法））））            (7)-172 

 

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    （（（（以下以下以下以下 15 章章章章までまでまでまで、、、、100% Nonidet P-40 にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを記載記載記載記載してありましてありましてありましてありま

すすすす））））  

分類分類分類分類のののの名称名称名称名称：：：：                                                有害性（旧分類基準：該当なし） 

環境影響環境影響環境影響環境影響：：：：                                                   水溶性のため、水中、土壌中に拡散しやすい。水生生物に有害のおそれがある。 

物理的及物理的及物理的及物理的及びびびび化学的危険性化学的危険性化学的危険性化学的危険性：：：：    通常の取扱いで危険性は低い。 

有害性有害性有害性有害性：：：：                                                            眼に入ると刺激がある。 

会社名 ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社 

住所 東京都墨田区江東橋 2-2-3 倉持ビル第 2 5F 

担当部署 テクニカルサポート 

電話番号 03-5669-6195 

フリーダイヤル 0120-693-650 

FAX番号 03-5669-6196 

メールアドレス tech@neb-japan.com  

作成日 2010年 8月 1日 

B0701S 
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                     飲み込んだ場合、嘔吐、腹痛、下痢を起こし、有害である。 

                     吸入した時、鼻、のどを刺激することがある。 

                     皮膚に付いた場合、刺激が現れることがある。 

 

 

4.    応急措置応急措置応急措置応急措置 

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:            ・直ちに清浄な流水で１５分以上洗眼した後、眼科医の手当を受ける。 

・洗浄の際には、まぶたを開いて眼球を動かして全体に水が行き渡るようにする。 

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:     ・直ちに汚染された衣服やくつ等を脱がせる。 

・付着部または接触部を多量の水でよく洗浄し、医師の手当てを受ける。 

吸引吸引吸引吸引したしたしたした場合場合場合場合:                      ・被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静にさせ、医師の手当てを受ける。 

・呼吸が停止、あるいは弱い場合には、状況に応じて人工呼吸を行う。 

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:    ・水でよく口の中を洗浄する。可能であれば吐き出させ、直ちに医師の手当を受ける。 

 

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 

消火剤消火剤消火剤消火剤(小規模小規模小規模小規模)：：：：                       ･水（噴霧）、粉末消化剤、二酸化炭素 

消火剤消火剤消火剤消火剤(大規模大規模大規模大規模)：：：：                             ･水（噴霧）、耐アルコール泡 

消火方法消火方法消火方法消火方法：：：：                                    ･火元の燃焼源を断ち、消火剤を用いて消火する。移動可能であれば容器を速やかに

安全な場所に移す。 

消火活動上消火活動上消火活動上消火活動上のののの注意事項注意事項注意事項注意事項          ･消火作業の際には必ず保護具を着用する。 

 

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 

人体人体人体人体にににに対対対対するするするする注意事項注意事項注意事項注意事項:        ･火気厳禁とし、通気換気をよくし、ウエス、雑巾、土砂等に吸着させて空容器に回収し、

その後、多量の水を用いて洗い流す。作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業

をしない。 

環境環境環境環境にににに対対対対するするするする注意事項注意事項注意事項注意事項:      ･漏出した製品が河川等に排出されて環境へ影響を及ぼさないよう注意する。汚染され

た排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する｡ 

 

7.    取扱取扱取扱取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 

取扱取扱取扱取扱いいいい：：：：  ･火気厳禁とし、高温物、スパーク、裸火との接触をさける。 

･吸い込む、眼、皮膚及び衣類に触れる等がないように、適切な保護具を着用して、人体との接触を避け

る。 

･容器を転倒させる、落下させる、衝撃を加える、または引きずる等の粗暴な扱いをしない。 

保管保管保管保管：：：：            ･冷暗所に保存する。 

      ･消防法の定めるところに従う。 

 

8.     暴露防止及暴露防止及暴露防止及暴露防止及びびびび保護措置保護措置保護措置保護措置 

安全管理上安全管理上安全管理上安全管理上のののの留意事項留意事項留意事項留意事項：：：：    ･管理濃度や許容濃度は特に設定されていないが、有機ガス用防毒マスク、ゴーグル型

保護眼鏡、ゴム手袋および静電気防止対策保護衣を着用する。 

･屋内作業場での使用の場合は、発生源の密閉化、または局所排気装置の設置を行う。
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取扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い、洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示す

る。 

 

 

 

9.     物理及物理及物理及物理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 

外観等外観等外観等外観等 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 無色の液体。 

沸点沸点沸点沸点 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ データなし 

融点融点融点融点 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ データなし 

比重比重比重比重 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ データなし 

溶解度溶解度溶解度溶解度 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 水、アルコール、エーテルに可溶。ケロシン、流動パラフィンに溶解しない。 

引引引引火点火点火点火点 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 282℃ 

 

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 

安定性安定性安定性安定性 ：：：： 通常の取扱いで安定である。 

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 ：：：： データなし 

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 ：：：：データなし 

混触危険物質混触危険物質混触危険物質混触危険物質 ：：：： データなし 

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：：：：データなし 

 

11.        有害性情報有害性情報有害性情報有害性情報     

急性毒性    

経口 ； エチレンオキシドの付加モル数により、毒性値が著しく異なる（1,300 mg/kg(エチレンオキシドの付加モ

ル数 10の場合)、> 15,900 mg/kg(エチレンオキシドの付加モル数 20の場合) （CERI・NITE有害性評価書 No.96 

(2004)）ため、分類できないとした。  

経皮 ； エチレンオキシドの付加モル数により、毒性値が著しくことなる（1,800 mg/kg(エチレンオキシドの付加

モル数 7の場合)、> 10,000 mg/kg(エチレンオキシドの付加モル数 40 の場合) (CERI・NITE有害性評価書 No.96 

(2004)）ため、分類できないとした。  

 

吸入 吸入（ガス）: GHSの定義による液体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。  

   吸入（蒸気）: データなし  

   吸入（ミスト）: データなし  

 

皮膚腐食性・刺激性 CERI・NITE 有害性評価書 No.96 (2004)のウサギを用いた皮膚刺激性試験の記述に、エチ

レンオキシドの付加モル数 2～9の場合の原液が、「中等度から強度の刺激性を示した」とあることから、適用時間は

不明であるが、区分 2 とした。  

 

眼に対する重篤な損傷・刺激性 CERI・NITE 有害性評価書 No.96 (2004)の記述に、ウサギを用いた眼刺激性試

験 のエチレンオキシドの付加モル数 2～15 の場合の原液が「中等度から強度の刺激性を示した」とあることから、

「強い刺激性を有する」と考え、区分 2Ａとした  
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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：  CERI・NITE有害性評価書 No.96 (2004)のモルモットを用いたエチレンオキシドの付加モル数 6の

場合の感作性試験の記述に「感作性を示さなかった」とあるが、この報告 1例だけであるので、、データ不足のため、

分類できないとした。  

 

生殖細胞変異原性 CERI・NITE有害性評価書 No.96 (2004)、NITE初期リスク評価書 No.96 （2005）の記述か

ら、経世代変異原性試験（優性致死試験）で陰性、生殖細胞 in vivo変異原性試験なし、体細胞 in vivo変異原性試

験（小核試験）で陰性、であることから「区分外」とした。  

 

発がん性 CERI・NITE 有害性評価書 No.96 (2004)、NITE 初期リスク評価書 No.96 （2005）に毒性試験データ

の記載があるが既存分類がないため、専門家の判断に従い、分類できないとした。  

 

生殖毒性 CERI・NITE有害性評価書 No.96 (2004)、NITE初期リスク評価書 No.96 （2005)の記述から、親動物

の一般毒性に関する記述はないが、妊娠率や胚数の減少がみられていることから、区分２とした。  

 

特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露） データ不足のため、分類できない。  

 

特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） 実験動物については、「雌の肝臓の相対重量増加、病理組織学的検査で、

雌雄の肝細胞の脂肪変化」、「顕微鏡観察で心筋の巣状壊死」（NITE 初期リスク評価書 No.96 (2005)）等の記述

があることから、肝臓、心血管系を標的臓器とすると考えられた。なお、実験動物に対する影響は区分 2 に相当する

ガイダンス値の範囲でみられた。 以上より、分類は区分 2(肝臓、心血管系)とした。  

 

吸引性呼吸器有害性 データなし急性毒性 ： 経口 ラット LD50＝1800 mg/kg (RTECS) 

        飲み込むと、吐き気、腹痛、下痢の症状が現れることがある。 

吸引性呼吸器有害性： データなし 

 

 

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 

生態毒性   ：  

 残留性／分解性： データなし 

 生物蓄積性  ： データなし 

 土壌中の移動度： データなし 

 その他    ： 本製品は水溶性のため、水生環境、土壌環境へ拡散しやすい。 

          殺菌作用があるので、生態系に影響がでる可能性がある。 

 

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 

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。廃棄物の処理を委託

する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。 
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参考；燃焼法を使用する。スクラバー付きの焼却炉の火室へ噴霧して焼却する。 

 

 

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 

国内規制はないが、運搬に関しては、容器に漏れないことを確かめ、転倒や落下による容器の損傷がないよう積み

込み、荷くずれの防止を行う。 

 

15.     適用法令適用法令適用法令適用法令 

消防法消防法消防法消防法                                        ：第４類引火性液体、第四石油類（法第２条第７項危険物別表第１） 6000L 危険等級Ⅲ 

(ただしただしただしただし本製品本製品本製品本製品のののの容量容量容量容量がががが 2000L 未満未満未満未満のためのためのためのため、、、、本法本法本法本法にににに該当該当該当該当しないしないしないしない) 

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                 ：：：：非該当 

化審法化審法化審法化審法             ：第三種監視化学物質 No.42（ただし本製品は研究用試薬である） 

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  ：非該当 

化学物質管理促進法化学物質管理促進法化学物質管理促進法化学物質管理促進法(PRTR 法法法法)：第１種指定化学物質（法第２条第２項、施行令第１条別表第１）（政令番号：

1-309） 

航空法航空法航空法航空法                                            : 非該当 

 

16.    そのそのそのその他他他他（（（（引用文献等引用文献等引用文献等引用文献等）））） 

化学大辞典（共立出版） 

溶剤ハンドブック（講談社） 

JIS ハンドブック（日本規格協会） 

化学物質安全管理データブック（大島輝夫 監修） 

MSDS [化学物質安全性データシート] 用語集（厚生省生活衛生局企画課 監修） 

 

ここに記載された内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、これらのデータや評価は、

いかなる保証をするものではありません。また、法令の改正及び新しい知見に基づいて改訂されることがあります。

このMSDSは、当社の製品を適正にご使用いただくために必要な、注意しなければならない事項を簡潔にまとめた 

もので、通常の取り扱いを対象としています。全ての化学製品には未知の危険有害性がありえますので、取り扱い

には十分ご注意ください。また、ご使用になる機関・地域・国における最新の規則・条例・法規制などを調査し、   

最優先させてください。ご使用各位の責任において、安全な使用条件を設定くださいますようお願い申し上げます。 

す。 

 


