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安全データシート 

 

１．化学物質等及び会社情報                         

製 品 名           サンストッパーＦ 

会  社           大日化成株式会社  岡山工場 

住  所            〒 709-4312 岡山県勝田郡勝央町黒土115-1 

担当部門            技術部 担当者 甲本 周平 

電話番号           0868-38-5151 

FAX番号                 0868-38-3745 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ         dkm306@dainichikasei.co.jp 

作成・改訂                ２０１３年   ９月  １０日 

２．危険有害性の要約 

 GHS分類 

 記載のないものについては、区分外、分類対象外、または分類できない。 

[物理化学的危険性] 

[健康に対する有害性] 

急性毒性(吸入：粉塵、ﾐｽﾄ)     区分２      皮膚腐食性･刺激性          区分２ 

   眼に対する重篤な損傷性･刺激性   区分２Ａ     呼吸器感作性            区分１ 

   皮膚感作性            区分１      特定標的臓器･全身毒性(反復ばく露) 区分１      

  [環境に対する有害性] 

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] 

吸入すると生命に危険          皮膚刺激 

強い眼刺激               アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ 

吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ 

長期または反復ばく露による臓器の障害（呼吸器） 

 [注意書き] 

   予防策 

    使用前に取り扱い説明書を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 

    必要に応じて個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 

    粉塵、ﾋｭｰﾑを吸入しないこと。 
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    この製品を取り扱う際は飲食、喫煙をしないこと。 

    取り扱い時には、安全眼鏡、不浸透性手袋を着用すること。 

    取り扱い終了後は、手洗い、うがい、眼の洗浄をすること。 

    落下や、他の器物に当てるなど容器を損傷させないようにすること。 

   対応 

    飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに口をすすがせ、直ちに医師の手当てを受けること。 

    吸入した場合は空気の新鮮な場所に移して休息させ、医師の手当てを受けること。 

    眼に入った場合は水で数分間洗い、コンタクトレンズを着用している場合は可能ならば外して洗浄するこ

と。刺激が続く場合は医師の手当てを受けること。 

    皮膚(または髪)に付着した場合は、流水/シャワーと石鹸でよく洗い、直ちに医師の手当てを受けること。 

   保管 

    容器を密閉して、冷暗所に施錠して保管すること。 

   廃棄 

    内容物/容器を廃棄する場合には、該当法規に従い、都道府県知事に許可された産業廃棄物処理業者に委託

すること。 

    使用済みの容器は、他の用途に使用しないで適正に廃棄すること。 

３．組成、成分情報 

 単一製品・混合物の区別  混合物 

 化学名または一般名 

成分名 含有量(%) 
官報公示整理番号

(化審法) 
CAS No. 

ｳﾚﾀﾝﾎﾟﾘﾏｰ 15～25 7-820 95321-71-4 

ﾎﾟﾘﾒﾁﾚﾝﾎﾟﾘﾌｪﾆﾙﾎﾟﾘｲｿｼｱﾈｰﾄ 10～20 4-118 26447-40-5 

ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽ4,1-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄ(MDI) 約11 7-872 9016-87-9 

その他可塑剤等 65～75 既登録 非公開 

 

４．応急措置 

目に入った場合    ：直ちに清浄な流水で瞼の裏等すみずみまで15分間以上洗った後、医師の診察を受ける。 

皮膚に付着した場合  ：水と石鹸でよく洗う。 

            汚染された衣類、靴などを速やかに脱ぎ、取り除く。 

            外観に変化が見られたり、痛みが続く場合には、速やかに医師の診察を受ける。 

 吸入した場合     ：新鮮な空気の場所に移り安静にする。症状のひどい場合は直ちに医師の診察を受ける。 

飲み込んだ場合    ：自らの嘔吐の処置は行わず、医師による胃洗浄等の処置を受ける。 

吸入した場合     ：被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 

５．火災時の措置 

 消火剤         ：粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素、砂 

 使ってはならない消火剤：棒状水 

特定の消火方法    ：粉末ﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙまたは炭酸ガスで初期消火にあたる。 
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             火災が広がった場合は大量の噴霧水で消火する。 

             消火活動は可能な限り風上から行う。 

             着火していないドラム設備などに放水し、延焼・加熱防止や破裂の防止に努める。 

 消火を行う者の保護  ：消火作業の際は、状況に応じた保護具を必ず着用する。 

燃焼または高温により有毒ガスが生成するので、自給式呼吸保護具を着用する。 

６．漏出時の措置 

人体に対する注意事項：作業には必ず保護具（手袋、眼鏡、マスク等）着用する。 

多量な場合には人を安全な場所に待避させる。 

必要に応じた換気を確保する。 

保護具及び緊急措置 ：作業の際には保護具を着用し、飛沫などが皮膚に付着したり蒸気を吸入しないように 

する。 

環境に対する注意事項：環境への影響を起こさないよう、河川などに排出しない。 

除去方法      ：少量の場合；吸着剤（土、砂、ウエス等）で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑 

巾等で良く拭き取る。中和剤を散布して中和し、または土砂等に吸収させ、除去した後 

こぼれた場所を十分水洗する。多量の水で洗い流す。 

多量の場合；盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてからドラム等に回収す 

る。中和剤の例（日本化学会 防災指針） 

水／濃アンモニア／液体洗剤（重量比）＝９０～９５／３～８／０．２～０．５ 

封じ込め及び    ：少量の場合には、乾燥砂、土、おがくず、ウエスなどに吸収させて、密閉できる空容器 

浄化の方法    に回収する。大量の場合は、何よりも拡散の防止をはかる。出来るだけ液体を容器に回 

収する。回収できなかったものに対しては、少量漏出時の措置をとる。 

二次災害の防止策  ：付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。床に漏れた状態で 

放置すると、滑りやすくスリップ事故の原因となるため注意すること。漏出物の上をむ 

やみに歩かない。 

火花を発生しない安全な用具を使用する。 

水と反応して炭酸ガスを発生するので。容器を密封するとその圧力で容器が破裂するこ 

とがある。密栓は避ける。 

７．取扱い及び保管上の注意 

取り扱い 

技術的対策       ：取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 

注意事項          ：火気厳禁 

局所排気・全体換気   ：「８．ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。 

安全取扱い注意事項   ：使用前に使用説明書を入手すること。 

             すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 

             接触、吸入又は飲み込まないこと。 

             空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 

             取り扱い後は手をよく洗うこと。 

             この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 

接触回避        ：「１０．安定性及び化学的性質」を参照。 
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 保管     

技術的対策       ：保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の 

設備を設ける。 

混触危険物質      ：「１０．安定性及び化学的性質」を参照。 

保管条件        ：施錠して保管すること。 

容器包装材料      ：包装、容器の規制はないが密閉式の破損のないものに入れる。 

８．ばく露防止及び保護措置 

[ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽ4,1-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄ] 

管理濃度         ：設定されていない 

許容濃度         ：OEL 0.05 mg/m3（日本産衛学会2009年度版） 

             TWA 0.005 ppm（ACGIH 2005年度版） 

設備対策         ：この製品を貯蔵、取り扱う作業場には洗眼器を安全ｼｬﾜｰを設置すること。 

保護具 

呼吸器の保護具    ：吸入防止型有機ガス用マスク 

手の保護具      ：不浸透性（耐薬品性、耐油、耐溶剤）保護手袋 

眼の保護具      ：側板付き或いはゴーグル型保護眼鏡 

皮膚及び身体の保護具 ：静電気防止加工長袖作業衣 

 衛生対策        ：取り扱い後はよく手を洗うこと。 

９．物理的及び化学的性質 

物理的状態 

形状         ：液体 

色          ：褐色 

臭い         ：僅かに特異な臭いを有する。 

ｐＨ         ：データなし 

物理的な状態が変化する特定の温度／温度範囲 

沸点         ：242℃  

引火点        ：132℃（COC） 

燃焼点        ：MDIとして232℃ 

蒸気圧        ：3×10－６ Torr（4×10－４ Pa（25℃）） 

蒸気密度       ：MDIとして8.5（空気＝1） 

密度         ：1.20（20℃） 

溶解性           

水溶解性      ：水に可溶であるが３％以上の濃度では、反応して直ちに固化する。 

溶媒溶解性     ：アセトン、ベンゼン、トルエン、クロルベンゼン、メロライドチレンクロライド、 

酢酸エチル等の多くの有機溶剤に可溶。 

オクタノール／水分配係数：データなし 

その他データ     ：粘度；400～800 mPa･S（20℃） 

１０．安定性及び化学的性質 
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安定性         ：常の取扱いでは熱、光、衝撃に対して化学的に安定。 

自己重合性はない。 

 反応性         ：MDIは非常に活性が強く、水、ｱﾙｺｰﾙ、ｱﾐﾝなどの活性水素化合物と反応し発熱する。 

水と反応して発熱、発泡固化する。 

 避けるべき条件     ：吸湿、水との接触 

 危険有害な分解生成物  ：窒素酸化物 

１１．有害性情報 

 [ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽ 4,1-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄ] 

  急性毒性   （吸入）：ﾗｯﾄ LC50（4時間）値：0. 369 mg/Lに基づき、区分２。 

吸入すると生命に危険（粉じん） 

  皮膚腐食性・刺激性  ：ｳｻｷﾞの皮膚を刺激するとの記述から、区分２。 

皮膚刺激 

  眼に対する重篤な   ：ｳｻｷﾞの眼を刺激するとの記述から、区分２Ａ-２Ｂ。 

損傷・刺激性   強い眼刺激 

  呼吸器感作性     ：呼吸器感作性；日本産業衛生学会で気道：第1群、DFGでSahに分類されており、日 

又は皮膚感作性   本職業・ｱﾚﾙｷﾞｰ学会で気道感作性物質としてﾘｽﾄｱｯﾌﾟされていることから、区分１。 

吸入するとｱﾚﾙｷﾞｰ、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ 

皮膚感作性 ；Mouse Ear Swelling Test (MEST )の結果に基づき皮膚感作性の明確 

な証拠があると記載されていることから、区分１。 

ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚反応を引き起こすおそれ 

  特定標的臓器・全身毒性：ﾋﾄに対して気道刺激性があるとの記述から、区分３（気道刺激性）。 

（単回ばく露）  呼吸器への刺激のおそれ 

特定標的臓器・全身毒性：ﾗｯﾄを用いた吸入ばく露試験において巣状・多巣状の肺胞及び細気管支肺胞増殖や 

（反復ばく露）  肺の間質性線維化といった呼吸器への影響が区分１のｶﾞｲﾀﾞﾝｽ値範囲の濃度で認め 

られたとの記述、ヒト職業ばく露例において呼吸機能の低下や肺疾患の発生増加認 

められるとの記述から、区分１（呼吸器）。 

長期又は反復ばく露による呼吸器の障害 

１２．環境影響情報 

 [ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽ 4,1-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄ] 

  水生環境急性有害性  ：データ不足のため分類できない 

水生環境慢性有害性  ：データ不足のため分類できない 

１３．廃棄上の注意 

残余廃棄物       ：環境への放出を避け、適切に処理する。 

             廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 

             都道府県知事などから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の際には、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。 
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 汚染容器・包装     ：空の汚染容器・包装を廃棄する場合、内容物を除去した後に、容器を国、都道府

県、市町村の規則に従って廃棄すること。都道府県知事の許可を受けた産業廃棄

物の収集運搬業者や処分業者に廃棄物処理法（廃棄物及び清掃に関する法律）及

び関連法規・法令を遵守して 適正に処理する。 

１４．輸送上の注意 

国際規制 

 国連番号         ：２８１０ 

 国連分類         ：クラス６．１毒物 

   指針番号        ：１５３ 

国内規制 

 陸上規制情報      ：消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。 

 海上規制情報      ：船舶安全法に定められている運送方法に従う。 

 航空規制情報      ：航空法に定められている運送方法に従う。 

特別の安全対策      ：輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等ないことを確認する。 

転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 

消防法危険物第４類第３石油類に該当するので、同法の規定に従った容器、積 

載方法により輸送する。タンクローリー等の荷役時には車止め、ホースの連結、 

必要に応じてアースを確実に行う。ホースの圧着時は、ホースの残留分の処理 

を完全に行う。 

１５．適用法令 

化学物質排出把握管理促進法：第2種指定化学物質（ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽ4,1-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄ） 

  (PRTR 制度) 

 労働安全衛生法 

名称等を通知すべき有害物（法第５７条の２、施行令第１８条の２別表第９） 

ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽ4,1-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄ 政令番号 第599号 

変異原性が認められた既存化学物質（法第５７条の５、労働基準局長通達） 

 ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽ4,1-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄ 

  消防法          ：危険物 第４類第３石油類（非水溶性） 

 労働基準法 

疫病化学物質（法第７５条第２項、施行規則第３５条、別表第１の２第４号の１） 

    ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽ4,1-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄ 

１６．その他の情報  

一般論としては廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、海洋汚染及び海上災害に関する法律、 

道路運送車両法、下水道法などが関する。 

    

記載事項についての付記事項； 

    記載事項は、作成現在までに入手出来た資料、データなどを基に、判明している危険・有害情報として作成 

したものです、記載外事項の 安全・無害を保証するものではありません。 


