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1. 化学物質等及び会社情報 

 

1.1 化学物質等の名称 

製品名 FastGeneTM 唾液コレクションウィルス RNA キット 

（FastGeneTM Saliva RNA Sample Collection Kit） 

製品番号 FG-SvRC05（5 個入り）、 FG-SvRC25（25 個入り） 

 

1.2 化学物質等の推奨用途及び使用上の制限 

推奨用途 試験研究用（ウイルスサンプル中の RNA 保存） 

使用上の制限 専門ユーザー向け 

 

1.3 提供者の詳細 

供給者の会社情報 日本ジェネティクス株式会社 

〒112-0004 東京都文京区後楽一丁目 4 番 14 号 後楽森ビル 18 階 

電話番号：03-3813-0961 

ファックス番号：03-3813-0962 

供給者の緊急時連絡先 電話番号：03-3813-0961 

（祝祭日を除く、月曜日から金曜日の午前 9 時から午後 5 時 30分） 

E メール：info@genetics-n.co.jp 

 

 

2. 危険有害性の要約 

 

2.1 Directive 67/548/EEC*による危険有害性分類 

危険有害性クラス なし 

主要な暴露経路 人体との接触など他の物体との接触 

健康に対する有害性 飲み込んだ場合：胃の不調、吐き気、下痢を引き起こす可能性がある。 

眼に入った場合：不快感を引き起こす可能性がある。 

皮膚に付着した場合：不快感を引き起こす可能性がある。 

環境に対する有害性 水や原野に流出すると影響を及ぼす可能性がある。 

 

 

3. 組成及び成分情報 

 

3.1 純粋な物質/混合物：混合物 

 

3.2 組成及び成分情報 

 化学名 CAS＊番号 濃度（重量％） 

① ポリオキシエチレンソルビタンモノラウリレート （ツイン 20）

Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate (Tween 20） 

9005-64-5 10～25 

② グアニジン塩酸塩 

Guanidine Hydrochloride 

50-01-1 5～15 

③ トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン (トリス) 

Tris(hydroxymethyl)aminomethane (Tris) 

77-86-1 ＜2 

④ エチレンジアミン四酢酸 

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 

60-00-4 ＜2 

⑤ クエン酸三ナトリウム・二水和物 

Sodium citrate dihydrate 

6132-04-3 ＜5 

⑥ 水 

Water 

7732-18-5 55～85 

 



安全データシート（SDS番号：SDSFG0030） 

FastGeneTM 唾液コレクションウィルス RNAキット 

(FastGeneTM Saliva RNA Sample Collection Kit) 

 

 2/7 

4. 応急措置 

 

暴露経路ごとの応急処置 

皮膚に付着した場合 多量の水と石鹸で少なくとも 15分間洗浄すること。 

汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 

症状が出た場合は、医師の手当てを受けること。 

眼に入った場合 まぶたを開いたまま、少なくとも 15 分間水で洗眼すること。 

コンタクトレンズを外し、再使用する前に洗浄すること。 

症状が出た場合は、医師の手当てを受けること。 

吸入した場合 吸引の危険性はない。 

飲み込んだ場合 医師の助言により嘔吐を誘発する準備をすること。 

症状が出た場合は、医師の手当てを受ける事。 

 

 

5. 火災時の措置 

 

火災時に生じる危険有害性 特になし 

適切な消火剤 乾燥粉末消火器、二酸化炭素(CO2)消火器、水噴霧、泡消火器、水消火器を使用

すること。 

消防士用の個人保護具 適切な防火服、保護キャップを着用すること。 

 

 

6. 漏出時の措置 

 

浄化方法 適切な道具で物質を集め、汚染された区域を大量の水で洗うこと。 

緊急的人員保護 耐薬品性の手袋を着用すること。 

標準の安全ゴーグル/眼鏡を着用すること。 

すべての耐水性素材とゴム素材は、適切な保護を提供する。 

 

 

 7. 取扱い及び保管上の注意 

 

取扱い手順 使用しない時は、密閉するかカバーをすること。 

使用時は、使い捨てのラテックス手袋を着用すること。 

保存温度 15℃〜30℃ 

 

 

8. 暴露制御及び人に対する保護措置 

 

暴露限界 この製品の化合物には、暴露限界が定義されない。 

個人用保護具（PPE） 区域の換気は、通常は十分です。 

耐薬品性の手袋を着用すること。 

屋内作業の場合は、安全スプレー装置、洗面台、洗眼装置、換気装置などの設置

場所近くの超清浄な作業台やバイオセーフティキャビネット内で行うこと。 

呼吸器の保護 通常のマスクを着用すること。 

皮膚及び身体の保護 白衣などの防護服を着用すること。 

眼/顔面の保護 安全眼鏡を着用すること。 

手の保護 使い捨てのラテックス手袋を着用すること。 
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9. 物理的及び化学的性質 

 

キットのすべてのコンポーネント 

臭い なし 

外観と色 無色または淡黄色の液体 

 

 

10. 安定性及び反応性 

 

化学的安定性 通常の使用条件および保管条件下では安定している。 

混触禁止物質 強力な酸化剤と還元剤 

強酸、強塩基、重金属、強酸化物 

回避条件 高温 

危険有害性のある分解生成物 知られていない。 

危険有害性のある重合反応 発生しないと予想される。 

 

 

11. 有害性情報 

 

急性毒性 

暴露経路：経口 LD50
＊：データなし 

暴露経路：経皮 LD50
＊：データなし 

暴露経路：吸入 LC50
＊：データなし 

慢性毒性 長期接触により不快感を引き起こす可能性がある。 

発がん性 データなし 

刺激性 データなし 

 

 

12. 環境影響情報 

 

水への有害性 水に害を及ぼし、水の物理的および化学的特性を変える。 

土壌への有害性 土壌に害を及ぼし、土壌の組成を変える。 

 

 

13. 廃棄上の注意 

 

13.1 廃棄物処理方法 

製品及び残余廃棄物 内容物/容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の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、そこに業務を委託して処理

すること。 

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

適切な処分を行うこと。 

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 

 

 

14. 輸送上の注意 

 

危険有害性クラス なし 

容器等級 なし 

輸送上の注意 高温を避けること。 
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15. 適用法令 

 

① 化学物質名：ポリオキシエチレンソルビタンモノラウリレート/Tween 20 （CAS＊：9005-64-5、濃度：10～25%） 

化審法 優先評価化学物質 

労働安全衛生法 非該当 

毒物及び劇物取締法 非該当 

消防法 非該当 

高圧ガス保安法 非該当 

水銀汚染防止法 非該当 

船舶安全法 非該当 

航空法 非該当 

水質汚濁防止法 非該当 

下水道法 非該当 

大気汚染防止法 非該当 

海洋汚染防止法 非該当 

悪臭防止法 非該当 

土壌汚染対策法 非該当 

ダイオキシン類対策特別措置法 非該当 

オゾン層保護法 非該当 

廃掃法 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 

産業廃棄物 

化学物質排出把握管理促進法 

（PRTR法） 

非該当 

化学兵器禁止法 非該当 

食品衛生法 非該当 

麻薬及び向精神薬取締法 非該当 

カルタヘナ法 非該当 

 

② 化学物質名：グアニジン塩酸塩 （CAS＊：50-01-1、濃度：5～15%） 

化審法 非該当 

労働安全衛生法 非該当 

毒物及び劇物取締法 非該当 

消防法 非該当 

高圧ガス保安法 非該当 

水銀汚染防止法 非該当 

船舶安全法 非該当 

航空法 非該当 

水質汚濁防止法 非該当 

下水道法 非該当 

大気汚染防止法 非該当 

海洋汚染防止法 非該当 

悪臭防止法 非該当 

土壌汚染対策法 非該当 

ダイオキシン類対策特別措置法 非該当 

オゾン層保護法 非該当 

廃掃法 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 

産業廃棄物 

化学物質排出把握管理促進法 

（PRTR法） 

非該当 

化学兵器禁止法 非該当 

食品衛生法 非該当 
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麻薬及び向精神薬取締法 非該当 

カルタヘナ法 非該当 

 

③ 化学物質名：トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン/Tris （CAS＊：77-86-1、濃度：＜2%） 

化審法 非該当 

労働安全衛生法 非該当 

毒物及び劇物取締法 非該当 

消防法 非該当 

高圧ガス保安法 非該当 

水銀汚染防止法 非該当 

船舶安全法 非該当 

航空法 非該当 

水質汚濁防止法 非該当 

下水道法 非該当 

大気汚染防止法 非該当 

海洋汚染防止法 非該当 

悪臭防止法 非該当 

土壌汚染対策法 非該当 

ダイオキシン類対策特別措置法 非該当 

オゾン層保護法 非該当 

廃掃法 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 

産業廃棄物 

化学物質排出把握管理促進法 

（PRTR法） 

非該当 

化学兵器禁止法 非該当 

食品衛生法 非該当 

麻薬及び向精神薬取締法 非該当 

カルタヘナ法 非該当 

 

④ 化学物質名：エチレンジアミン四酢酸/EDTA （CAS＊：60-00-4、濃度：＜2%） 

化審法 優先評価化学物質 

労働安全衛生法 非該当 

毒物及び劇物取締法 非該当 

消防法 非該当 

高圧ガス保安法 非該当 

水銀汚染防止法 非該当 

船舶安全法 毒物類・毒物 

航空法 毒物類・毒物 

水質汚濁防止法 非該当 

下水道法 非該当 

大気汚染防止法 非該当 

海洋汚染防止法 非該当 

悪臭防止法 非該当 

土壌汚染対策法 非該当 

ダイオキシン類対策特別措置法 非該当 

オゾン層保護法 非該当 

廃掃法 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 

産業廃棄物 

化学物質排出把握管理促進法 

（PRTR法） 

第１種指定化学物質 

化学兵器禁止法 非該当 
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食品衛生法 非該当 

麻薬及び向精神薬取締法 非該当 

カルタヘナ法 非該当 

 

⑤ 化学物質名：クエン酸三ナトリウム・二水和物 （CAS＊：6132-04-3、濃度：＜5%） 

化審法 非該当 

労働安全衛生法 非該当 

毒物及び劇物取締法 非該当 

消防法 非該当 

高圧ガス保安法 非該当 

水銀汚染防止法 非該当 

船舶安全法 非該当 

航空法 非該当 

水質汚濁防止法 非該当 

下水道法 非該当 

大気汚染防止法 非該当 

海洋汚染防止法 非該当 

悪臭防止法 非該当 

土壌汚染対策法 非該当 

ダイオキシン類対策特別措置法 非該当 

オゾン層保護法 非該当 

廃掃法 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 

産業廃棄物 

化学物質排出把握管理促進法 

（PRTR法） 

非該当 

化学兵器禁止法 非該当 

食品衛生法 非該当 

麻薬及び向精神薬取締法 非該当 

カルタヘナ法 非該当 

 

⑥ 化学物質名：水 （CAS＊：7732-18-5、濃度：55～85%） 

化審法 非該当 

労働安全衛生法 非該当 

毒物及び劇物取締法 非該当 

消防法 非該当 

高圧ガス保安法 非該当 

水銀汚染防止法 非該当 

船舶安全法 非該当 

航空法 非該当 

水質汚濁防止法 非該当 

下水道法 非該当 

大気汚染防止法 非該当 

海洋汚染防止法 有害でない物質 

悪臭防止法 非該当 

土壌汚染対策法 非該当 

ダイオキシン類対策特別措置法 非該当 

オゾン層保護法 非該当 

廃掃法 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 

産業廃棄物 

化学物質排出把握管理促進法 

（PRTR法） 

非該当 
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化学兵器禁止法 非該当 

食品衛生法 非該当 

麻薬及び向精神薬取締法 非該当 

カルタヘナ法 非該当 

 

 

16. その他の情報 

 

弊社が販売する試薬類は、試験研究用途向けに限定して販売しております。製品を取り扱う前に取扱説明書等を熟読

し、専門知識のある技術者、研究者がご使用ください。本 SDS情報は、徹底的な調査及び/または研究によって得られた

ものであり、推奨は専門的判断の慎重な適用に基づいています。また包括的とみなされるものではなく、ガイドとしてのみ

使用されるべきものです。全ての物質及び混合物には、未知の危険性があるため注意して使用する必要があります。当

社では、実際の方法、量、使用条件等を管理することができないため、本書に記載されている取扱いまたは製品との接触

に起因する損害賠償責任は一切負いません。本 SDSの情報は、市場性や特定目的適合性の黙示の保証を含め、明示

的にも黙示的にもいかなる保証をするものではなく、また品質を特定するものでもありません。 

 

略語 

・CAS(Chemical Abstract Service)：ケミカル・アブストラクト・サービス 

・Directive 67/548/EEC：EUに於ける「危険な物質の分類、梱包及び表示に関する理事会指令（危険物質指令）」 

・LC50(Median/50% Lethal Concentration)：半数(50%)致死濃度 

・LD50(Median/50% Lethal Dose)：半数(50%)致死量 

 

引用文献及び参照ホームページ等 

化学物質規制・管理実務便覧（化学物質管理実務研究会編集、新日本法規出版株式会社出版） 

NITE 化学物質総合情報提供システム（独立行政法人 製品評価技術基盤機構） 

https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhInput 

職場の安全サイト（厚生労働省） 

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx 

ezCRIC（日本ケミカルデータベース株式会社） 

 

以上 

https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhInput
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx

