製品安全データシート
発行日 07/03/2013

改訂日 10/11/2017 Version:1.1

1. 製品及び会社情報
1.1. 製品情報
製品形態：混合物
製品名：塩酸
製品コード：LC15220
1.2. 推奨使用および使用上の制限
物質/混合物の使用：実験用および製造用に限る
推奨使用：実験用化学製品
使用上の制限：食品、医薬品、家庭用品として使用はできない
1.3. 供給者
LabChem Inc
Jackson's Pointe Commerce Park Building 1000, 1010 Jackson's Pointe Court
Zelienople, PA 16063 - USA
T 412-826-5230 - F 724-473-0647
info@labchem.com - www.labchem.com
1.4. 緊急電話番号
緊急電話番号：CHEMTREC：1-800-424-9300 または 011-703-527-3887
2. 危険有害性情報
2.1. 物質又は混合物の分類
GHS-US 分類
皮膚腐食性/刺激性

区分 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分 2A

H315

皮膚刺激を引き起こす

H319

重篤な眼刺激を引き起こす

H 危険有害性注意喚起語の全文：セクション 16 を参照
2.2. GHS ラベル、注意書きを含む
GHS-US ラベル
危険有害性絵表示（GHS-US）
：

シグナルワード（GHS-US）
：警告
危険有害性注意喚起語（GHS-US）
： H315 - 皮膚刺激を引き起こす
H319 - 重篤な眼刺激を引き起こす
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注意書き（GHS-US）
： P264 - 取り扱い後には曝露した皮膚を十分に洗浄する
P280 - 保護手袋、保護眼鏡を着用する
P302 + P352 - 皮膚に付着した場合：大量の石鹸と水で洗う
P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合：水で数分間気を付けて
洗う。コンタクトレンズを着けていて簡単に外せる場合は外し、
洗浄を続ける
P332 + P313 - 皮膚刺激が起きた場合：医師の診断/手当てを受
ける
P337 + P313 - 眼刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受ける
P362 - 汚染された衣類を脱ぎ、洗ってから再使用する
2.3.分類されない他の危険有害性
分類に寄与しない他の危険有害性： なし
2.4.未知の急性毒性（GHS-US）
該当せず
3. 組成／成分情報
3.1.物質
該当せず
3.2.混合物
化学名

CAS 番号

％

GHS-US 分類

水

7732-18-5

99.64

分類なし

塩酸 37％w/w

7647-01-0

0.36

急性毒性：4(Oral),H302
皮膚刺激：1B,H314
眼損傷：1,H318
特定標的臓器毒性（単回曝露）
：3,H335
急性水性毒性：3,H402

H 危険有害性注意喚起語の全文：セクション 16 を参照
4. 応急措置
4.1.応急措置の説明
応急措置一般

：意識がない人には絶対に口から何も与えないこと。気分
が悪い場合は、医師の診断を受ける（できればラベルを
見せる）
。

吸入後の応急措置

：被害者に新鮮な空気を吸入させる。被害者を休ませる。

皮膚に触れた場合の応急措置：大量の石鹸と水で洗う。再使用する前に汚染された衣服
を洗う。皮膚刺激が起きた場合：医師の診断/手当てを
受ける。
目に入った場合の応急措置 ：水で数分間気を付けて洗う。コンタクトレンズを着けて
いて簡単に外せる場合は外し、洗浄を続ける。皮膚刺激
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が起きた場合：医師の診断/手当てを受ける。
口から摂取した後の応急措置

：口をすすぐ。吐かせない。救急診療を受ける。

4.2.最も重要な症状および影響（急性および遅発性）
吸入後の症状/影響

：気道の炎症の可能性あり

皮膚に触れた後の症状/影響

：皮膚刺激を引き起こす

眼に入った後の症状/影響

：重篤な眼刺激を引き起こす

口から摂取した後の症状/影響

：吐き気。嘔吐。

慢性症状

：歯の疾患/変色

4.3.救急診療及び特別な治療、必要に応じて
医療支援を受ける
5.火災時の措置
5.1.適切な（および不適切な）消火剤
適切な消火剤 ：発泡剤。粉末消火剤。二酸化炭素。水スプレー。砂。
不適切な消火剤：強い水流を使用しない
5.2.化学物質から生じる特定の危険
火災の危険性 ：引火性ではない
爆発の危険性 ：該当せず
5.3.消火を行う人の特別な保護具および予防措置
消火法

：曝露された容器を冷却するために水スプレーまたは噴霧を使用する。
化学火災に対処する時は注意すること。消火する水が環境に流れ出
ないようにする。

消火時の防護 ：呼吸器の保護具を含む、適切な保護具なしで火災区域に入らない
その他の情報 ：該当なし
6.漏出時の措置
6.1.人体に対する注意事項、保護具および緊急措置
一般的な対策 ：漏出を止めるよう試みること。堤防をつくり、流出を防ぐ。
6.1.1.非救急隊員用
保護具

：手袋、保護眼鏡

緊急時の措置 ：不要な人員を避難させる
6.1.2.救急隊員用
保護具

:汚染除去作業者に適切な保護具を着用させる

緊急時の措置 :換気エリア。
6.2.環境に関する注意事項
下水道や公共水への流入を防止する。液体が下水道または公共水に入った場合は、当局
に通知する。
6.3.封じ込めおよび除染のための方法および材料
除染の方法

：できるだけ早く粘土や珪藻土などの不活性固形物で、こぼれを吸収
3/10

する。漏出液を収集する。他の物質から離して保管する
6.4.他のセクションの参照
目次 8.暴露防止および保護措置を参照
7.取扱い及び保管
7.1.安全な取り扱いに関する注意事項
安全な取り扱いに関する注意：飲食や喫煙の前や、作業を終えた時に、手やその他の曝
露した部分を刺激の少ない石けんと水で洗い流すこと。
気化物質の発生を防止するために作業領域に良好な換
気を提供すること
衛生対策

：取扱い後、曝露した皮膚を十分に洗浄する

7.2.安全な保管条件、不適切なものをすべて含む
保管条件

：不適切な物質から離れた、涼しく、換気の良い場所で、
元の容器のみに保管する。使用していない時は容器の
蓋を閉めておく。

不適切な製品

：強塩基。金属。シアン化物。

梱包材

：腐食性の金属に保管しないでください。

8.曝露防止／保護措置
8.1.コントロール・パラメータ
塩酸、37％w/w（7647-01-0）
ACGIH

ACGIH 上限値 (mg/m³)

2.98 mg/m³

ACGIH

ACGIH 上限値 (ppm)

2 ppm

OSHA

OSHA 許容曝露限度(上限値) (mg/m³)

7 mg/m³

OSHA

OSHA 許容曝露限度(上限値) (ppm)

5 ppm

IDLH

US IDLH (ppm)

50 ppm

NIOSH

NIOSH 推奨曝露限度(上限値) (mg/m³)

7 mg/m³

NIOSH

NIOSH 推奨曝露限度(上限値) (mg/m³)

5 ppm

水（7732-18-5）
該当なし
8.2.適切な工学的制御
適切な工学的制御

：緊急時の洗眼設備を、曝露する可能性のある場所すべて
の近くで利用できるようにする

8.3.個人保護対策/個人用保護具
個人用保護具：
手袋、保護眼鏡
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手の保護：
保護手袋を着用する
眼の保護：
ケミカルゴーグル又は保護眼鏡
皮膚と身体の保護：
適切な保護服を着用する
呼吸器の保護：
通常の状態では呼吸器の保護は不要
その他の情報：
使用中に飲食、喫煙はしないこと
9.物理的及び化学的性質
9.1.基本的な物理的および化学的性質に関する情報
物理的状態

：液体

色

：無色

臭い

：無臭

臭い閾値

：データなし

pH

：1

融点

：データなし

凝固点

：データなし

沸点

：データなし

引火点

：データなし

相対蒸発速度（酢酸ブチル= 1）
：データなし
引火性（固体、ガス）

：引火性なし。

蒸気圧

：データなし

20℃での相対蒸気密度

：データなし

相対密度

：データなし

比重/密度

：1

分子量

：36.46g / mol

溶解性

：水に可溶性。エタノールに可溶。メタノールに可溶。

オクタノール/水 分配係数

：データなし

自然発火温度

：データなし

分解温度

：データなし

動粘度係数

：データなし

絶対粘度係数

：データなし
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爆発限界

：データなし

爆発性

：該当せず

酸化特性

：なし

9.2.その他の情報
追加情報なし
10.安定性および反応性
10.1.反応性
追加情報なし
10.2.化学的安定性
通常の状態では安定
10.3.危険な反応の可能性
未確定
10.4.避けるべき条件
直射日光。極端に高い又は低い温度。
10.5.混触危険物質
金属。強塩基類。シアン化物。
10.6.危険有害な分解生成物
塩化水素
11.毒性情報
11.1.毒性の影響に関する情報
可能性のある曝露経路：皮膚と眼との接触
急性毒性：分類なし
塩酸、37％w/w（7647-01-0）
LD50 経口 ラット

700 mg/kg

LD50 経皮 ウサギ

5010 mg/kg

ATE US（経口）

700 mg/kg 体重

ATE US（経皮）

5010 mg/kg 体重

水（7732-18-5）
LD50 経口 ラット

≥90000 mg/kg

ATE US（経口）

90000 mg/kg 体重

皮膚腐食性/刺激性

：皮膚刺激を引き起こす
pH：1

重篤な眼損傷/刺激

：重篤な眼刺激を引き起こす
pH：1

呼吸器感作性又は皮膚感作性 ：分類なし
生殖細胞変異原性

：分類なし
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入手可能なデータに基づき、分類基準に合わない
発癌性

：分類なし

塩酸、37％w/w（7647-01-0）
IARC グループ 3

分類不能

生殖毒性

：分類なし
入手可能なデータに基づき、分類基
準に合わない

特定標的臓器毒性 - 一回暴露

：分類なし

特定標的臓器毒性 - 反復暴露

：分類なし

吸引の危険性

：分類なし

潜在的に有害なヒトの健康への影響および症状：入手可能なデータに基づき、分類基準
に合わない
吸入後の症状/影響

：気道の炎症の可能性あり

皮膚に触れた後の症状/影響

：皮膚刺激を引き起こす

眼に入った後の症状/影響

：重篤な眼刺激を引き起こす

摂取後の症状/影響

：吐き気。嘔吐。

慢性症状

：歯の疾患/変色。

12.環境影響情報
12.1.毒性
塩酸、37％w/w（7647-01-0）
LC50 魚１

282 mg/l（LC50; 96h）

EC50 ミジンコ１

< 56 mg/l（EC50; 72h）

12.2.持続性と分解性
塩酸
持続性と分解性

未確定

塩酸、37％w/w（7647-01-0）
持続性と分解性

生分解性：該当なし。利用可能な成分の移動性に関するテ
ストデータなし。

生化学的酸素要求量（BOD） 該当なし
化学的酸素要求量（COD）

該当なし

塩酸、37％w/w（7647-01-0）
ThOD

該当なし

水（7732-18-5）
持続性と分解性

未確定
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12.3.生物濃縮性
塩酸
生物濃縮性

未確定

塩酸、37％w/w（7647-01-0）
オクタノール/水分配係数

0.25（QSAR）

生物濃縮性

生物濃縮性の潜在性は低い（オクタノール/水分配係数 < 4）

水（7732-18-5）
生物濃縮性

未確定

12.4.土壌中の移動性
塩酸、37％w/w（7647-01-0）
生態系 - 土壌

植物の生育、開花および果実形成に有害である可能性あり

12.5.その他の悪影響
地球温暖化への影響 ：本製品による影響は知られていない
GWPmix のコメント ：本製品による影響は知られていない
その他の情報

：環境への漏出を避ける

13.廃棄上の注意
13.1.廃棄方法
廃棄物処理に関する推奨事項：地方自治体の規則に従って安全に処分する
生態系 - 廃棄物

：環境への漏出を避ける

14.輸送情報
交通省（DOT）
DOT に基づき
規制なし
15.規制情報
15.1.米国連邦規制
この製品のすべての成分は、米国環境保護庁毒性物質規制法（TSCA）のリストに記載さ
れているか、リストから除外されている
1986 年および 40 CFR Part 372 のスーパーファンド修正および再授権法（SARA）の
Section 313 または Title III の報告要件に従う化学物質
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塩酸、37％w/w

CAS-No.7647-01-0

0.36％

塩酸、37％w/w（7647-01-0）
EPA TSCA Regulatory Flag

T-T - TSCA に基づくセクション 4 テスト基
準の対象となる物質を示す

RQ
（報告可能量、
EPA リストセクション 304） 5000 lb
SARA セクション 302 計画基準量（TPQ）

500 lb

SARA セクション 311/312 危険分類

即発（急性）健康被害

15.2.国際規則
カナダ
追加情報なし
EU の規制
追加情報なし
各国の規制
追加情報なし
15.3.米国の州規制
カリフォルニア州法案 65 - この製品には、カリフォルニア州で癌、発育および/ま
たは生殖障害を引き起こすことが知られている物質は含まれていない
16.その他の情報
改訂日

：10/11/2017

その他の情報：なし
H-用語の全文：セクション 16 を参照
H302

飲み込むと有害

H314

重度の皮膚の火傷や眼の損傷を引き起こす

H315

皮膚刺激を引き起こす

H318

重篤な眼損傷を引き起こす

H319

重篤な眼刺激を引き起こす

H335

呼吸器への刺激を引き起こす可能性あり

H402

水生生物に有害

NFPA 健康被害

：1- 緊急時に重篤な刺激を引き起こす可能性がある物質

NFPA 火災の危険性：0-典型的な厳しい条件下で燃焼しない、コンクリート、石、砂など
の本質的に不燃性の材料を含む物質
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NFPA 反応性

：0-火災条件下であっても、それ自体は通常安定している物質

健康の危険性評価：1、軽度の危険性 - 刺激または軽い可逆的な傷害
可燃性

：0、最小限の危険性 - 燃焼しない物質

物理性

：0、最小限の危険性 - 火事条件下であっても通常は安定しており、水
と反応せず、分解、凝縮、または自己反応する。非爆発物。

個人の防護

：B
B ‒ 保護眼鏡、手袋

SDS US LabChem
この SDS の情報は、公表されている入手可能な情報源からのものであり、正確であると考
えられています。明示的または黙示的な保証は行われず、LabChem Inc はこの SDS の使用
に起因するいかなる義務も負いません。ユーザーは、自分のアプリケーションに対するこ
の情報の適合性を判断する必要があります。
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