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安安安全全全性性性デデデーーータタタシシシーーートトト
文書番号: A29161-75 AD

. 改訂 (年/月/日) 2010/11/25

111 製製製造造造者者者おおおよよよびびび製製製品品品名名名ののの識識識別別別
製製製品品品名名名 CleanSEQ®

製製製品品品番番番号号号 A29151, A29154, A29161

製製製品品品ののの使使使用用用 研究用。詳細は添付文書参照。

製製製造造造業業業者者者 Manufactured for Beckman Coulter, Inc. by
Beckman Coulter Genomics Inc.
36 Cherry Hill Drive
Danvers, Massachusetts 01923 U.S.A.
Tel: 1-800-361-7780
E-mailE-mailE-mail: SDSNT@beckman.com

ECECEC REPREPREP 住住住所所所 Beckman Coulter Ireland Inc.
Mervue Business Park
Mervue, Galway, Ireland
Tel: 353 91 774068

販販販売売売業業業者者者おおおよよよびびび緊緊緊急急急時時時ののの連連連
絡絡絡先先先

最寄りの営業所および緊急電話番号に関しては別紙一覧表 (書類番号：472050)
を参照してください。

222 危危危険険険物物物ののの識識識別別別
緊緊緊急急急時時時用用用ののの概概概要要要 茶茶茶色色色;;; 茶茶茶色色色ののの沈沈沈殿殿殿物物物含含含有有有ののの透透透明明明;;; 液液液体体体;;; 無無無臭臭臭

不不不燃燃燃性性性水水水溶溶溶液液液
EUEUEU、、、OSHAOSHAOSHAまままたたたはははWHMISWHMISWHMISののの基基基準準準にににおおおけけけるるる危危危険険険有有有害害害物物物質質質にににははは該該該当当当しししままませせせんんん。。。

健健健康康康へへへののの影影影響響響ののの可可可能能能性性性 アジ化ナトリウムは重金属と化合して爆発性化合物を形成します。本品は、排水管
にみられる鉛や銅に繰り返し触れると衝撃に敏感な化合物を蓄積することがあるア
ジ化 <0.1% (w/w) を含有しています。

健健健康康康へへへののの潜潜潜在在在的的的影影影響響響にににつつついいいててて 本品は危険物質としてのEU、OSHA またはWHMIS の基準には該当しません。
健康に関する詳細はセクション11の毒物に関する情報を参照してください。

潜潜潜在在在的的的
環環環境境境へへへののの影影影響響響

情報なし

危危危険険険有有有害害害性性性ののの分分分類類類 調調調製製製///混混混合合合用用用ののの危危危険険険基基基準準準ををを満満満たたたしししままますすす
EU:EU:EU:
適用外
.

WHMIS:WHMIS:WHMIS:
適用外

米米米国国国 OSHA:OSHA:OSHA:
適用外
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333 組組組成成成おおおよよよびびび成成成分分分情情情報報報
危危危険険険有有有害害害成成成分分分::: なし

４４４ 応応応急急急措措措置置置
吸吸吸入入入しししたたた場場場合合合 被災者を空気の新鮮な場所に移してください。呼吸が停止している場合は直ちに

人工呼吸を行い医師の手当てを受けてください。

目目目ににに入入入っっったたた場場場合合合 もし本品が目に入った場合、緩やかな水道水で15分以上まぶたを開けて目を洗っ
てください。痛みや刺激が生じた場合は医師の手当てを受けてください。

皮皮皮膚膚膚にににつつついいいたたた場場場合合合 皮膚に触れた場合は充分な水で15分以上洗い流してください。汚染された服や靴
は脱いでください。痛みや炎症が生じた場合は医師の手当てを受けてください。

誤誤誤飲飲飲しししたたた場場場合合合 摂取した場合は水で口をよく洗ってください。刺激や不快感が生じた場合は医師
の手当てを受けてください。

５５５ 火火火災災災時時時ののの措措措置置置
可可可燃燃燃性性性特特特質質質 不燃性水溶液

消消消火火火剤剤剤 火元の周囲に適した消化剤を使用してください。

特特特別別別ななな火火火災災災おおおよよよびびび爆爆爆発発発ののの危危危険険険
有有有害害害性性性

特別な危険有害性は確認されていません。

危危危険険険有有有害害害ななな燃燃燃焼焼焼生生生成成成物物物 本製品からは重大な危険性のある燃焼生成物は発生しません (水溶液)。

消消消火火火作作作業業業用用用保保保護護護具具具 すべての薬品火災では消防隊員に自給式の呼吸装置を推奨します。

６６６ 漏漏漏出出出時時時ののの措措措置置置
作作作業業業員員員ののの注注注意意意 特別な注意事項はありません。安全基準に従ってください。

流流流出出出おおおよよよびびび漏漏漏出出出時時時ののの措措措置置置 流出した物質は適切な不活性の非可燃性吸収剤で吸収し、定められた基準に従
い廃棄してください。

環環環境境境予予予防防防措措措置置置 漏出液を容器に回収し、他への流出を防いでください。

７７７ 取取取扱扱扱いいい及及及びびび保保保管管管上上上ののの注注注意意意
取取取扱扱扱いいい 特別な注意事項はありません。一般的な安全手順に従ってください。

保保保管管管 品質を維持するため製品ラベルの記載内容に従い保存してください。

８８８ 暴暴暴露露露防防防止止止措措措置置置
許許許容容容濃濃濃度度度

米米米国国国 OSHA:OSHA:OSHA: 未設定

ACGIH:ACGIH:ACGIH: 未設定
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８８８ 暴暴暴露露露防防防止止止措措措置置置 (((続続続ききき)))

DFGDFGDFG MAK:MAK:MAK: 未設定

NIOSHNIOSHNIOSH 未設定

JapanJapanJapan 未設定

設設設備備備対対対策策策 特に技術的な制御は必要でありません。良好な通常の換気を使用してください。

呼呼呼吸吸吸用用用保保保護護護具具具 通常の使用条件では、本品の使用には保護マスク等の制約はありませんが、換気
が適切に行われず過剰量の暴露の恐れがある場合は、資格を有する専門家に保護
マスク等の使用を相談してください。

保保保護護護眼眼眼鏡鏡鏡 目に入らないように保護眼鏡を着用してください。
U.S. OSHA 29 CFR 1910.133、欧州規格 EN166 又は適切な政府規格を参照。

保保保護護護手手手袋袋袋///保保保護護護衣衣衣 皮膚の防護のため、不浸透性手袋 (ニトリルまたは相当品) を着用してください。
U.S. OSHA 29 CFR 1910.138、欧州規格 EN374 又は適切な政府規格を参照。

９９９ 物物物理理理///化化化学学学的的的性性性質質質
外外外観観観等等等 液体

色色色 茶色

透透透明明明度度度 茶色の沈殿物含有の透明

臭臭臭気気気 無臭

臭臭臭気気気ののの閾閾閾値値値 適用外

pHpHpH 情報なし

融融融点点点 情報なし

沸沸沸点点点 情報なし

引引引火火火点点点 適用外

蒸蒸蒸発発発率率率 情報なし

燃燃燃焼焼焼性性性 適用外

燃燃燃焼焼焼限限限界界界 情報なし

蒸蒸蒸気気気圧圧圧 情報なし

蒸蒸蒸気気気密密密度度度 情報なし

比比比重重重 1.45

溶溶溶解解解性性性

水水水 混和

有有有機機機溶溶溶媒媒媒 情報なし
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９９９ 物物物理理理///化化化学学学的的的性性性質質質 (((続続続ききき)))

水水水///油油油ののの係係係数数数
分分分布布布

情報なし

自自自己己己点点点火火火温温温度度度 適用外

分分分解解解温温温度度度 情報なし

揮揮揮発発発度度度(%)(%)(%) 適用外

101010 安安安定定定性性性及及及びびび反反反応応応性性性
安安安定定定性性性 常温常圧では安定です。

禁禁禁忌忌忌物物物質質質 強酸
強塩基
強酸化剤
金属および金属化合物
アジ化ナトリウムは重金属と化合して爆発性化合物を形成します。本品は、排水
管にみられる鉛や銅に繰り返し触れると衝撃に敏感な化合物を蓄積することがあ
るアジ化 <0.1% (w/w) を含有しています。

分分分解解解ににによよよるるる危危危険険険有有有害害害物物物質質質ののの生生生成成成 本製品からは重大な危険性のある分解生成物は発生しません (希水溶液)。

避避避けけけるるるべべべききき条条条件件件 不適合な物質との接触を避けてください。

111111 危危危険険険有有有害害害性性性情情情報報報
危危危険険険有有有害害害成成成分分分ののの毒毒毒性性性デデデーーータタタ 適用外

被被被曝曝曝ののの主主主要要要経経経路路路 一般的な被曝の順序は皮膚および目との接触ですが、使用中に煙霧を発生す
れば吸入も生じます。

急急急性性性暴暴暴露露露ににによよよるるる潜潜潜在在在的的的影影影響響響 特になし

慢慢慢性性性暴暴暴露露露ににによよよるるる潜潜潜在在在的的的影影影響響響 特になし

過過過度度度ののの被被被曝曝曝ににによよよるるる症症症状状状 特になし

発発発癌癌癌性性性 ACGIH、IARC、NTP、OSHA または 67/548/EEC Annex I において、本品の成分
は発癌物質として記載されていません。

そそそののの他他他ののの影影影響響響 特になし

暴暴暴露露露ににによよよりりり悪悪悪化化化すすするるる症症症状状状 特になし

121212 環環環境境境影影影響響響情情情報報報
環環環境境境毒毒毒性性性 情報なし
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121212 環環環境境境影影影響響響情情情報報報 (((続続続ききき)))

生生生分分分解解解性性性 情報なし

生生生体体体蓄蓄蓄積積積 情報なし

移移移動動動性性性 情報なし

他他他ののの副副副作作作用用用 情報なし

131313 廃廃廃棄棄棄上上上ののの注注注意意意
廃廃廃棄棄棄物物物 使用済み/未使用の廃棄物および汚染された包装は国や地方自治体の規定に従い廃

棄してください。該当する条件が不明確な場合は当局に問い合わせてください。
アジ化ナトリウムは保存剤として用いられますが、金属製排水管内で爆発性化合
物を生成することがあります。(NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (8/16/76))

141414 輸輸輸送送送上上上ののの注注注意意意
本品はICAO、IMDG、US DOT、欧州ADRまたはカナダTDGでの輸送上の規制はありません。

151515 適適適用用用法法法令令令
米米米国国国連連連邦邦邦おおおよよよびびび州州州ののの規規規則則則
SARASARASARA 313313313 アジ化ナトリウム SARA III、セクション 313 の必要条件の報告の対象です。

CERCLACERCLACERCLA RG’s,RG’s,RG’s,
404040 CFRCFRCFR 302.4302.4302.4

アジ化ナトリウム 記載されています。

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565 成分の記載はありません。

MassachusettsMassachusettsMassachusetts MSLMSLMSL アジ化ナトリウム 記載されています。

NewNewNew JerseyJerseyJersey Dept.Dept.Dept. ofofof
HealthHealthHealth RTKRTKRTK ListListList

アジ化ナトリウム 記載されています。

PennsylvaniaPennsylvaniaPennsylvania RTKRTKRTK アジ化ナトリウム 記載されています。

EUEUEU ラララベベベリリリンンングググ区区区分分分
製品は分類されていません。

カカカナナナダダダ
本品は危険物としてのWHMIS の基準に該当しません。
PIN:PIN:PIN: 適用外

表表表示示示対対対象象象成成成分分分::: アジ化ナトリウム

未未未知知知毒毒毒物物物ののの特特特性性性ををを有有有すすするるる成成成分分分::: なし

セクション15に記載されているいくつかの有害成分は、OSHA およびWHMIS の 1.0% w/w (発がん物質としては0.1%)
以下、または EU のセクション 3で報告義務のある成分の特定濃度以下です。
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161616 そそそののの他他他ののの情情情報報報
ベベベッッックククマママンンン・・・コココーーールルルタタターーー
安安安全全全基基基準準準

可可可燃燃燃性性性 (((セセセクククシシショョョンンン V):V):V): 000
健健健康康康 (((セセセクククシシショョョンンン XI):XI):XI): 111
反反反応応応性性性 (((セセセクククシシショョョンンン X):X):X): 000
接接接触触触 (((セセセクククシシショョョンンン VIII):VIII):VIII): 111

コード
0=なし
1=軽度
2=注意
3=重度

改改改訂訂訂版版版変変変更更更 Section 1の製造業者の所在地 を修正

このSDSは、EC規則1907/2006(REACH)に準拠します。
詳細は最寄りのベックマン・コールター営業所までお問い合わせください。

Beckman Coulter社はここに記載した内容は有効かつ正確であると考えていますが、有効性、正確性、あるいは通用性を保証もしくは明言するものでは
ありません。当社はこの内容または製品の使用に関し、法的責任もしくは他のいかなる責任も負うものではありません。危険有害物質の廃棄は地域ご
との法律、規則により規制されることがあります。

Printed in U.S.A.
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