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 1. 化学品及び会社情報 

化学品の名称 ピュアオート S TP 
 TP 発色液①、TP 発色液② 

供給者の会社名称 株式会社カイノス 
住所 東京都文京区本郷二丁目 38 番 18 号 
電話番号 03-3816-4480 

推奨用途 体外診断用医薬品 

 2. 危険有害性の要約 

TP 発色液① 
化学品の GHS 分類  分類基準に該当しない 
 
TP 発色液② 
化学品の GHS 分類  皮膚腐食性・刺激性 区分 1 
   眼に対する重篤な損傷・刺激性 区分 1 
   特定標的臓器・全身毒性（単回暴露） 区分 2（呼吸器） 
   特定標的臓器・全身毒性（反復暴露） 区分 2（呼吸器） 
   水生環境有害性・急性 区分 1 
   水生環境有害性・慢性 区分 1 

GHS 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 H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 
  H371 呼吸器の障害のおそれ 
  H373 ⾧期にわたる又は反復ばく露による呼吸器の障害のおそれ 
  H410 ⾧期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 
 注意書き 
 【安全対策】 P260 粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 
  P264 取扱い後は手をよく洗うこと。 
  P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 
  P273 環境への放出を避けること。 
  P280 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 
 【応急措置】 P301+P330+P331 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 
  P303+P361+P353 皮膚又は髪に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。 
  P304+P340 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。 
  P305+P351+P338 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。 
  P308+P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 
  P310 直ちに医師に連絡すること。 
  P314 気分が悪いときは、医師の診察、手当てを受けること。 
  P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 
  P391 漏出物を回収すること。 
 【保管】 P405 施錠して保管すること。 
 【廃棄】 P501 内容物、容器を廃棄する場合、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。 

 3. 組成及び成分情報 

TP 発色液① 
化学物質・混合物の区分 混合物 
化学名又は一般名 アジ化ナトリウム ヘキサシアノ鉄 (Ⅲ) 酸カリウム 
CAS No. 26628-22-8 13746-66-2 
濃度 <0.1％ <0.1％ 

TP 発色液② 
化学物質・混合物の区分 混合物 
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化学名又は一般名 硫酸第二銅五水和物 水酸化カリウム 水酸化ナトリウム 
CAS No. 7758-99-8 1310-58-3 1310-73-2 
濃度 0.5％ 4.1％ 4.4% 

 4. 応急措置 

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。 
皮膚に付着した場合 多量の水で洗う。TP 発色液②はアルカリ性のため、石鹸を用いず、多量の水を流しながら皮膚

の刺激や、ぬめりがなくなるまで洗い続ける。医師の診察、手当てを受けること。 
眼に入った場合 水で数分間、注意深く洗う。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗う。 
 TP 発色液②が眼に入った場合、一刻も早く洗浄をはじめ、完全に洗い流す。 

医師の診察、手当てを受けること。 
飲み込んだ場合 水でよく口の中を洗浄し、直ちに医師に連絡する。 

 5. 火災時の措置 

適切な消火剤 この製品自体は燃焼しない。周囲の火災状況に適した消火剤を使用すること。 
使ってはならない消火剤 情報なし 

 6. 漏出時の措置 

人体に対する注意事項、保護具及び 作業の際には保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着しないようにする。 
緊急時措置  
環境に対する注意事項 流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。 
封じ込め及び浄化の方法及び機材 少量の場合は拭き取る。大量に漏出した場合は、大量の水で洗い流す。 

 7. 取扱い及び保管上の注意 

取扱い 
 技術的施策 取扱いは換気のよい場所で行う。適切な保護具を着用する。 
 安全取扱注意事項 みだりにエアロゾル、粉じんが発生しないように取扱う。 
 接触回避 アジ化ナトリウムは鉛、銅等と反応して爆発性の高い化合物を発生するおそれがあるので、取扱

いに注意する。 
  TP 発色液②はアルカリ性なので、酸性物質との接触は避ける。 
保管 
 安全な保管条件 直射日光を避け、冷蔵で保存する。 
 安全な容器包装材料 情報なし 

 8. ばく露防止及び保護措置 

保護具 白衣、保護手袋、必要に応じて保護眼鏡を着用する。 

 9. 物理的及び化学的性質 

 TP 発色液① TP 発色液② 
物理状態 液体 液体 
色 淡黄色～黄色 青色 
臭い ほとんどない ほとんどない 
沸点又は初留点及び沸騰範囲 データなし データなし 
可燃性 データなし データなし 
爆発下限界及び爆発上限界／可燃範囲 データなし データなし 
引火点 データなし データなし 
自然発火点 データなし データなし 
pH 酸性 アルカリ性 
動粘性率 データなし データなし 
蒸気圧 データなし データなし 
密度／相対密度 データなし データなし 
相対ガス密度 データなし データなし 
粒子性状 該当しない 該当しない 

10. 安定性及び反応性 

反応性 情報なし 
化学的安定性 通常の取扱いにおいて安定。 



安全データシート 
改訂日:2022 年 5 月 1 日 

MKA1770D (3) 3/4 ピュアオート S TP 

危険有害反応可能性 アジ化ナトリウムは鉛、銅等と反応して爆発性の高い化合物を発生するおそれがある。 
 水酸化カリウム及び水酸化ナトリウムはアルカリ性で、酸と激しく反応し、アルミニウム、スズ、鉛、

亜鉛などの金属に対して腐食性を示し、引火性/爆発性の気体 (水素) を生成するおそれが
ある。 

避けるべき条件 混触危険物質との接触 
混触危険物質 酸性物質との接触を避ける。重金属との接触を避ける。 
危険有害な分解生成物 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 

11. 有害性情報 

製品として既知の危険有害性情報はない。含有している成分で以下の情報が報告されている。 

 アジ化ナトリウム（98%以上） 硫酸第二銅五水和物 
急性毒性 経口:区分 2、経皮:区分 1 経口:区分 4 
皮膚腐食性／刺激性 区分 1 区分 2 
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 1 区分 2A 
皮膚感作性 分類できない  区分 1 
生殖細胞変異原性 分類できない 区分 2 
発がん性 区分外 分類できない 
生殖毒性 分類できない 区分 2 
特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分１（心血管系、肺、中枢神経系、 

全身毒性） 
区分 1（血液系、肝臓、神経系、腎臓、 
呼吸器） 

特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分１（中枢神経系、心血管系）、 
区分２（肺） 

区分 1（血液系、腎臓、呼吸器) 
区分 2（肝臓） 

誤えん有害性 分類できない 分類できない 
   
   
 水酸化カリウム 水酸化ナトリウム 
急性毒性 区分 3 分類できない 
皮膚腐食性／刺激性 区分 1 区分１ 
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 1 区分 1 
呼吸器感作性又は皮膚感作性 分類できない 分類できない 
生殖細胞変異原性 分類できない 区分外 
発がん性 分類できない 分類できない 
生殖毒性 分類できない 分類できない 
特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 1 (呼吸器) 区分 1 (呼吸器) 
特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 1 (呼吸器) 分類できない 
誤えん有害性 区分 1 分類できない 

12. 環境影響情報 

製品として既知の環境影響情報はない。環境への影響を考慮して廃棄には十分注意すること。 

 アジ化ナトリウム（98%以上） 硫酸第二銅五水和物 
生態毒性 藻類:ErC50 (96H) =348 μg/L 甲殻類（ネコゼミジンコ属）: 

LC50 (48H) = 2.72 μg/L 
残留性・分解性 難分解性 データなし 
生体蓄積性 低いと推定 (log Kow≦0.3) データなし 
土壌中の移動性 データなし データなし 
オゾン層への有害性 データなし データなし 
   
   
 水酸化カリウム 水酸化ナトリウム 
生態毒性 データなし 甲殻類(ネコゼミジンコ): 

LC50 (48H) = 40mg/L 
残留性・分解性 データなし データなし 
生体蓄積性 データなし データなし 
土壌中の移動性 データなし データなし 
オゾン層への有害性 データなし データなし 

13. 廃棄上の注意 

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 
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 水質汚濁防止法等の規制及び各都道府県の条例等に従って処理する。 
 硫酸第二銅五水和物は、水質汚濁防止法で規定される一般項目に該当するので、廃水基
 準に従って処理する。 
 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。 

14. 輸送上の注意 

国際規制  
国連番号 UN1719 
品名 Caustic alkali liquid, n.o.s (Sodium hydroxide, Potassium hydroxide) 
国連分類 8 
容器等級 Ⅱ 

輸送又は輸送手段に関する 転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。 
特別の安全対策  

国内規制がある場合の規制情報  
陸上輸送 消防法、毒物及び劇物取締法に従う 
海上輸送 船舶安全法、港則法に従う 
航空輸送 航空法に従う 

15. 適用法令 

化学物質排出把握管理促進法 該当しない 
労働安全衛生法 該当しない 
毒物及び劇物取締法 該当しない 
消防法 該当しない 
化審法 該当しない 
船舶安全法 該当 TP 発色液② 腐食性物質 
航空法 該当 TP 発色液② 腐食性物質 
水質汚濁防止法 該当 TP 発色液① 有害物質:シアン化合物 
   TP 発色液② 指定物質:銅及びその化合物 
    指定物質:水酸化ナトリウム 
    指定物質:水酸化カリウム 
医薬品医療機器等法 該当 体外診断用医薬品 

16. その他 

上記の記載内容は、現時点で入手できる資料・データに基づいて作成しておりますが、すべてを網羅しておりませんので、取扱いには十分注
意してください。 
含有量、物理、化学的性質、危険有害などの記載内容は、情報提供を目的とするものであり、保証をする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としたもので、特殊な取扱いの場合には、用法・用途に応じた安全対策を実施してください。 
なお､ここに記載した情報は､作成時点では弊社の調査による最新の情報に基づき作成したものですが､法律､規制等の改正､新たな毒性
試験結果の発表等により､改訂される場合があります。 


