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セクション1 – 化学品及び会社情報 

1.1. 製品名  ：【SAFE】62 

1.2. 総称  ：接着剤 

1.3. 改定日  ：2021 年 7 月 15 日 

1.4. 会社情報  ：マテリアル株式会社 

宮城県大崎市古川十日町 4-21 

セクション2 – 組成/成分情報 

2.1. 物質または混合物の分類 

物質名 CAS 番号 EC 番号 重量パーセント 
（概算） 

エチルシアノアクリレート 7085-85-0 230-391-5 62% 

2-メトキシエチル a-シアノアクリレート 27816-23-5 248-670-5 35% 

ビスマレイミド 105391-33-1 424-600-0 0.2% 

2-ヒドロキシ-3-tert-ブチル-5-メチルフェニル 119-47-1 204-327-1 0.6% 

ポリメチルメタクリレート 9011-14-7 94-36-0 2% 

CI 77266 1333-86-4 215-609-9 0.2% 

規則（EC）No 1272/2008[CLP／GHS]に基づく分類 

A) ポリメチルメタクリレート 

皮膚刺激性：2（H315 皮膚に刺激を与える） 

眼の刺激性：2（H319 目に強烈な刺激を与える） 

特定標的臓器毒性 単回暴露 3（H335 呼吸器に刺激を与える可能性あり） 

B) エチルシアノアクリレート 

皮膚刺激性：2（H315 皮膚に刺激を与える） 

眼の刺激性：2（H319 目に強烈な刺激を与える） 

特定標的臓器毒性 単回暴露 3（H335 呼吸器に刺激を与える可能性あり） 

特定の濃度限界値、M 因子、急性毒性値（ATE） 

特定標的臓器毒性 単回暴露 3；H335：C≧10％ 

C) カーボンブラック／CI 77266 

未分類 

2.2. ラベル要素 

規則（EC）No 1272/2008[CLP／GHS]に基づくラベリング 

ハザードピクトグラム：感嘆符 

 

 

GHS07 

シグナルワード：危険 

危険有害性情報： 

H315 皮膚に刺激を与える 

H317 アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性あり 

H335 呼吸器に刺激を与える可能性あり 
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注意書き： 

P302＋P352 皮膚に付いた場合：十分な量の石鹸と水で洗う。 

P333＋P313 皮膚に刺激や発疹が生じた場合：受診・治療する。 

P337＋P313 目のかゆみが続く場合：受診・治療する。 

P304＋P341 吸い込んだ場合：呼吸困難な場合、患者を空気のきれいな場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休ませる。 

P305＋P351＋P338 目に入った場合：数分間水で洗眼する。コンタクトレンズを付けている場合は外して洗う。 

保管上の注意 

P403＋P233 換気が効いた場所で保管する。容器はぴったりと閉じる。 

P411＋P235 25℃を超えない温度で保存する。涼しい場所で保管する。 

補足的危険情報：該当なし 

セクション3 – 危険有害性の要約 

3.1. 緊急要件の概要 

蒸気が目、皮膚、粘膜、気道を刺激する。 

3.2. 健康に対する有害性 

吸入による感作、麻薬作用、頭痛、目まい、嘔吐 

皮膚：乾燥 

目：刺激 

3.3. 環境に対する有害性 

該当なし 

3.4. 暴露の兆候と症状 

作業環境許容濃度を超えると、蒸気が目や粘膜を刺激する。蒸気への長期または反復暴露により、敏感な人が非ア

レルギー性喘息を起こす恐れがある。 

3.5. 暴露によって悪化する状態 

知見なし 

セクション4 – 応急措置 

4.1. 吸入：空気がきれいな場所に移動する。呼吸が止まっている場合、人工呼吸を行う。呼吸困難の場合、酸素吸

入を行う。症状が悪化し継続する場合、治療を受ける。 

4.2. 皮膚への付着：付着した皮膚は引っ張らず、石鹸水に浸ける。鋭利でない器具でそっと剥がす。飛散範囲が大

きく熱が急激に発生し、皮膚がただれている場合は治療を受ける。唇がくっついた場合、唇にお湯を浴びせて濡ら

し、口から出る唾液で圧力をかける。唇をずらしながら剥がす。強い力を直接加えて唇から剥がそうとしない。 

4.3. 目に入った場合：少なくとも 15 分間洗眼し、治療を受ける。まぶたに接着剤が付いて目が開かなくなった場

合、お湯で濡らしたパッドを目に当てて睫毛の接着を除く。無理に目を開けようとしない。シアノアクリレートは

目のタンパク質と結合し、催涙作用によって接着剤を剥離する。剥離が完了するまでの 1～3 日間、目は覆っておく。

重合したシアノアクリレートの固形粒子がまぶたの裏側に付着し、摩擦で傷が付く場合、治療を受けること。 

4.4. 摂取：気道が確保されているか確認する。本製品は急激に重合し、口腔部に付着すると嚥下が困難になること

がある。固形化した本製品は、唾液によって数時間内に分離する。分離した塊を飲み込まないように注意すること。 
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医療関係者への注意：接着した組織を分離するために手術する必要はありません。接着した組織の治療には、受動

的で非外科的応急処置が最も効果的であることが明らかになっています。急速な硬化により発した熱で火傷を負っ

た場合、接着剤を取り除いた後で治療してください。 

セクション5 – 火災時の措置 

引火点   ：115℃より上   方法：クリーブランド開放式（推奨） 

消火剤   ：二酸化炭素、泡、ドライケミカル 

特有の消火方法  ；該当なし 

熱分解で生じる危険物質 ：刺激性の有機残存物 

予期せぬ火災と爆発の危険：なし 

爆発限界   ：（空気中の容量パーセント）下限  該当なし 

   ：（空気中の容量パーセント）上限  該当なし 

セクション6 – 漏出時の措置 

6.1. 個人的な予防措置：セクション 8 の保護措置を参照すること。大量に飛散した場合、その場から避難し換気

をよくする。必要なら自給式呼吸器を装着する。適切な防護服を着用すること。 

6.2. 環境保護手順：セクション 13 を参考に、廃棄前に少しずつ重合させる。 

6.3. 清掃／吸収：大量に飛散した場合、自給式呼吸器を装着する。布で拭き取らないこと。水で徐々に重合させ、

こそげ取る。 

セクション7 – 取り扱い及び保管上の注意 

7.1. 取り扱い： 

適切な保護具を身につけ、皮膚や目に入らないようにする。 

換気の効いた場所で作業する。 

空気中濃度を暴露限度以下に保つため、排気装置を利用する。 

使用しないときは、しっかり閉まる容器に保存する。 

7.2. 保管： 

発火源に近づけない。 

涼しく乾燥した、換気の効いた場所に保管する。 

容器をしっかり閉める。 

可燃物、熱、蒸気パイプや日光にさらさない。 

酸化性物質に近づけない。 

7.3. その他の注意： 

取り扱い後は手と顔を洗い、うがいをする。 

この物質の使用後、特に飲食、喫煙、トイレを使う際は衛生に気を配る。 

子供の手の届かない場所に保存する。 

セクション8 – 暴露防止及び保護措置 

8.1. 工学的制御：全体的換気で蒸気濃度を暴露限度以下に保つのが難しい場合、ダウンドラフト型陽圧排気装置
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を使う。 

8.2. 呼吸器の保護：十分に換気する。 

8.3. 目の保護：保護眼鏡を着用する。 

 

セクション9 – 物理的及び化学的性質 

外観    ：黒色の液体 

匂い    ：無臭または刺激的 

沸点    ：190℃以上 

融点    ：該当なし 

比重（水＝1）   ：0.9～1.1 

蒸気圧（25℃で）  ：1Pa 

蒸気密度（空気＝1）  ：4.5 

蒸発速度（ブチルアセテート＝1） ：該当なし 

水への溶解度   ：不溶性（水によって重合する） 

付加的な情報   ：アセトンで溶ける 

セクション10 – 安定性及び反応性 

10.1. 避けるべき条件  ：高湿度、高温、直射日光 

10.2. 安定性   ：涼しく乾燥した場所で安定 

10.3. 避けるべき物質  ：水、アルコール、アミン、アルカリと接触すると重合する。 

混触危険物質：二酸化炭素、酸化物、窒素、未確認の炭化水素 

セクション11 – 有害性情報 

毒性：皮膚に接触すると火傷の可能性がある。接着剤が皮膚や目に入ると、すぐにとても痛くなる。 

接触ルート：呼吸（あり）、皮膚（あり）、摂取（あり） 

暴露限界がある含有物 

                       ACGIH（作業環境許容濃度） OSHA（許容暴露限度） その他 

エチルシアノアクリレート    0.2ppm TWA            なし                   なし 

    参考文献    発がん性物質 

成分    標的臓器と他の健康への悪影響  NTP IRAC OSHA 

エチルシアノアクリレート アレルゲン、刺激性、呼吸器  なし なし なし 

セクション12 – 環境影響情報 

該当データなし。 

セクション13 – 廃棄上の注意 

本製品は、水を徐々に与えると重合します。（セクション 10 を参照） 

個体の残留物は、国内や地方の環境規制に従って廃棄してください。 

汚染された梱包；上記と同様。 
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セクション14 – 輸送上の注意 

アメリカ合衆国運輸省陸上輸送（49 CFR 172） 

正式品名  ：制限なし（450 リットルを超えないこと） 

可燃性液体その他（シアノアクリレートエステル）（450 リットルを超える） 

危険等級や区分  ：制限なし（450 リットルを超えないこと） 

可燃性液体（450 リットルを超える） 

識別番号  ：なし（450 リットルを超えないこと） 

NA1993（450 リットルを超える） 

海洋汚染物質  ：なし 

国際航空運送（ICA／IATA） 

正式品名  ：制限なし 

等級や区分  ：制限なし 

国連・識別番号  ：なし 

水運（IMO／IMDG） 

正式品名  ：制限なし 

危険等級や区分  ：なし 

識別番号  ：なし 

海洋汚染物質  ：なし 

セクション15 – 適用法令 

カリフォルニア州法プロポジション 65：同規制記載の化学物質は存在しない。 

TSCA 第 8 条(b)既存化学物質リスト：全ての成分はリストに記載されているか、または有害物質規制法リスト掲載

が免除されている。 

EINECS 全ての成分は EINECS に記載されている。 

セクション16 – その他情報 

推定 NFPA（R）コード： 

健康上の危険  ：1 

火災の危険  ：1 

反応性の危険  ：1 

特定の危険  ：該当せず 

推定 HMIS（R）コード： 

健康上の危険  ：1 

可燃性の危険  ：1 

NFPA は、全米防火協会の登録商標です。  

HMIS は、全米塗料塗装協会の登録商標です。 

本情報はマテリアル株式会社が入手可能な最高度の知識を持って正確に作成されていますが、明示的にも黙示的に

もいかなる保証を成すものではありません。本情報は本書で指定された特定の物質に関連しており、他の物質や工

程との組み合わせでの使用を想定していません。テジン化学株式会社は、この情報の使用や信用性に責任を負いま

せん。 


