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セクション1 化学品及び会社情報

製品に関する情報
製品名 ArmaGel-HT

同義語 データ無し

他の製品特定⼿段 データ無し

推奨⽤途及び使⽤上の制限
推奨⽤途及び使⽤上の制限  製造者の指⽰に従い使⽤すること。

供給者の詳細
供給者の会社名称 Armacell GmbH

住所 Robert-Bosch-Straße 10 Münster 48153 Germany

電話番号 +49 (0) 251 - 7603-200

FAX番号 +49 (0) 251 - 7603-561

ホームページ www.armacell.de

e-メール info.de@armacell.com

緊急連絡電話番号
会社名 Armacell GmbH

緊急連絡電話番号 +49 (0) 551 192 40

その他の緊急連絡電話番号 データ無し

セクション2 危険有害性の要約

化学物質⼜は混合物の分類
分類 眼に対する重篤な損傷性⼜は眼刺激性 区分2B

GHSラベル要素

絵表⽰: 該当しない

注意喚起語 警告

危険有害性情報
H320 眼刺激

注意書き: 安全対策
P264 取扱い後は製品が付着した体の部位をよく洗うこと。

注意書き: 応急措置

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。
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P337+P313 眼の刺激が続く場合︓医師の診断／⼿当てを受けること。

注意書き: 保管(貯蔵)
該当しない

注意書き: 廃棄
該当しない

セクション3 組成および成分情報

物質
混合物の組成については、以下のセクションを参照してください

混合物

CAS番号 %[重量] 名称
官報公⽰整理番号

化審法 安衛法

65997-17-3 40-50 - -

126877-03-0 40-50 - -

68186-94-7 1-10; 10 (代表値) - -

1309-42-8 1-10 1-386 公表

セクション4 応急措置

必要な応急措置の説明

眼に⼊った場合

眼に⼊った場合︓
直ちにきれいな流⽔で洗浄すること。
洗眼は、眼球、瞼の隅々まで⽔がよく⾏き渡るように⾏うこと。
速やかに医師の⼿当てを受けること。痛みが続いたり繰り返す場合は、医師の⼿当てを受けること。
眼に損傷がある場合、コンタクトレンズの取り外しは、専⾨家に任せること。

⽪膚に付着した場合

⽪膚に付着した場合:
直ちに汚染された⾐類すべて(履物を含む)を脱がせること。
流⽔で⽪膚および⽑髪を洗浄すること。必要に応じて⽯鹸を使⽤すること。
炎症がある場合には、医師の⼿当を受けること。

吸⼊した場合

ガスや燃焼⽣成物を吸⼊した場合、汚染区域から退去すること。
患者を寝かせ、体を温めて安静を保つこと。
義⻭等の装具は気道を塞ぐおそれがあるため、可能であれば応急措置を施す前に取り外すこと。
呼吸が停⽌している場合は、デマンドバルブ式⼈⼯蘇⽣器、バッグバルブマスク、ポケットマスクなどを使⽤して⼈⼯呼吸を
⾏うこと。必要に応じて⼼肺蘇⽣を⾏うこと。
病院または医師のもとへ搬送すること。

飲み込んだ場合

飲み込んだ場合、無理に吐かせないこと。
嘔吐した場合、気道の確保および誤嚥防⽌のため、患者を前傾あるいは左側臥位にし、可能であれば頭を下にした状態を保つ
こと。
患者の経過観察を⾏うこと。
眠気や意識不明状態などの意識低下がみられる場合、⽔を与えてはならない。
⼝内を洗い流すために⽔を与え、その後患者が無理なく飲める量の液体をゆっくりと与えること。
医師の診断を受けること。

医師に対する特別な注意事項
マグネシウムは、1.6〜2.2 meq/Lの間の濃度で、標準成分として⾎液中に存在する。 約30%は⾎漿と結合している。 3-4 meq/Lの⾎中マグネシウム濃度で
は、中枢神経系の抑制、反射、筋緊張および筋⼒の喪失、および徐脈などの徴候が⾒られる。 10-15 meq/Lの⾎漿中濃度においては、⼼肺停⽌ (時折死に⾄る
ことがある) および/または、呼吸まひが⽣じる場合がある。
マグネシウムへの急性または短期反復ばく露の場合:

腸または腎臓の疾患がない場合、症候性の⾼マグネシウム⾎症がまれに発現する。
マグネシウム濃度の上昇は、副甲状腺ホルモン活性の低下や末端器官の反応性低下から、低カルシウム⾎症を引き起こすことがある。
重度の⾼マグネシウム⾎症患者は、突然の呼吸停⽌を発症することがあるため、無呼吸の状況を注意深く監視しなければならない。
低⾎圧症には、流体、次に昇圧剤を使⽤する。カルシウム投与は、⾼頻度で低⾎圧症に効果がある。
経⼝摂取後4時間以内に患者に症状が⾒られる場合は、嘔吐させるか、洗浄を⾏なうこと。 ⼼不全や腎不全が⾒られる場合は、注意してナトリウムを含む下剤
を使⽤する。
活性炭は有効ではない。
カルシウムは、マグネシウム作⽤の拮抗物質であり、⾎中濃度が5 meq/Lを超え、患者が症状を⽰す場合、有効な解毒剤である。 グルコン酸カルシウムの成
⼈薬⽤量は、数分間で10%溶液10mlである。[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

対症療法を⾏うこと。
マンガン塩の⽪膚および経⼝毒性の両⽅は、マンガンの制限された溶解度のために低い。 既知の永久肺性後遺症は、急性マンガン暴露の後に発⽣していない。
治療は⽀持的である。 
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology] 

アルミナホウ珪酸ガラス

silica gel, trimethylsilated

鉄・マンガンの複合酸化物

⽔酸化マグネシウム
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ダストを含んでいるマンガンに暴露した鉱夫の治験では、L-ドーパは、低運動患者および緊張異常患者の両⽅の錐体外路症状を取り除いた。 短時間、スコポラ
ミンとアンフェタミンで症状を抑制できた。 BALおよびEDTAカルシウムは、効果がないと分かる。 
[Gosselin et al: Clinical Toxicology of Commercial Products.] 

セクション5 ⽕災時の措置

消⽕剤
使⽤してもよい消⽕器の種類に制限はない。
周囲の環境に応じて適切な消⽕剤を使⽤すること。

特有の危険有害性
⽕災の際に避けるべき条件 知⾒なし。

消⽕活動に関する情報

特有の消⽕⽅法

シリカの粉じんが⼤気中に⾶散している場合、⽕災による有害性物質がシリカ粒⼦に吸収されていることがあるため、消防員
は吸引保護具を着⽤すること。
⾮晶質シリカは、1700°C以上の熱が加わると溶解する。
消防に通報し、事故の場所と危険有害性に関する情報を伝えること。
⽕災時にのみ、呼吸装置を備えた保護⾐および保護⼿袋を着⽤すること。

⽕災及び爆発の危険性 強酸・酸塩化物・酸無⽔物・クロロギ酸エステルとの接触を避けること。

セクション6 漏出時の措置

⼈体に対する注意事項，保護具及び緊急時措置
セクション 8 参照

環境に対する注意事項
セクション 12 参照

封じ込め及び浄化の⽅法及び機材

⼩規模漏出の場合 全ての発⽕源を除去すること。
直ちに全ての漏出物を除去すること。

⼤規模漏出の場合
中程度の危険有害性

注意:現場の⼈員に知らせること。
救急隊に通報し、事故の場所と危険有害性に関する情報を伝えること。

個⼈⽤保護具に関する情報については、SDSのセクション8をご参照ください。

セクション7 取り扱い及び保管上の注意

安全な取扱のための予防措置

安全取扱注意事項 吸⼊を含む、⼈体へのあらゆるばく露を避けること。
ばく露の可能性がある場合は、保護⾐を着⽤すること。

他の情報

オリジナルの容器に保管してください。     しっかり密封容器を保管してください。     極端な環境から保護涼しく、乾燥した
場所に保管してください。     互換性のない素材や⾷品容器から離して保管してください。     物理的な損傷に対するコンテナ
を保護し、漏れを定期的に確認してください。     このSDSの中に含まれているメーカーの保管と取り扱い勧告を遵守してくだ
さい。 主要量の場合︓     bunded領域にストレージを考える - 記憶領域を確保するためには⾬⽔、地下⽔、湖、ストリーム}
を含む（コミュニティ⽔の供給源から単離されます。     空気や⽔への偶発的な放電が不測の災害管理計画の対象であることを
確認してください。これは、地元当局との協議が必要な場合があります。

混触危険性を含む、安全な保管条件

適切な保管条件 ポリエチレン製またはポリプロピレン製容器
すべての容器に明確なラベルが貼り付けられていることおよび漏れがないことを確認すること。

避けるべき保管条件 強酸・酸塩化物・酸無⽔物・クロロギ酸エステルとの接触を避けること。

セクション8 ばく露防⽌及び保護措置

管理パラメーター

許容濃度(OEL)

成分に関する情報
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出典 成分 物質名 TWA STEL ピーク 注記

⽇本産業衛⽣学会︓許容濃
度（粉塵の許容濃度） glass, oxide 線⾹材料粉塵 1 mg/m3 データ無

し
データ
無し

吸⼊性粉
塵 *

⽇本産業衛⽣学会︓許容濃
度（粉塵の許容濃度） glass, oxide その他の無機および有機粉塵 2 mg/m3 データ無

し
データ
無し

吸⼊性粉
塵 *

⽇本産業衛⽣学会︓許容濃
度（粉塵の許容濃度）

ferromanganese
oxide その他の無機および有機粉塵 2 mg/m3 データ無

し
データ
無し

吸⼊性粉
塵 *

⽇本産業衛⽣学会︓許容濃
度（粉塵の許容濃度）

ferromanganese
oxide 線⾹材料粉塵 1 mg/m3 データ無

し
データ
無し

吸⼊性粉
塵 *

作業環境評価基準 管理濃度 ferromanganese
oxide

マンガン及びその化合物（塩基性酸
化マンガンを除く。）

マンガンとして〇・
⼆ mg/m3

データ無
し

データ
無し

データ無
し

⽇本産業衛⽣学会︓許容濃
度（粉塵の許容濃度）

magnesium
hydroxide その他の無機および有機粉塵 2 mg/m3 データ無

し
データ
無し

吸⼊性粉
塵 *

⽇本産業衛⽣学会︓許容濃
度（粉塵の許容濃度）

magnesium
hydroxide 線⾹材料粉塵 1 mg/m3 データ無

し
データ
無し

吸⼊性粉
塵 *

緊急ばく露限度

成分 物質名 TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

アルミナホウ珪酸ガラス Fibrous glass; (Fiber glass; Glass frit; Synthetic vitreous fibers) 15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3

⽔酸化マグネシウム Magnesium hydroxide 26 mg/m3 280 mg/m3 1,700 mg/m3

成分 オリジナルIDLH 改訂IDLH

アルミナホウ珪酸ガラス データ無し データ無し

silica gel, trimethylsilated データ無し データ無し

鉄・マンガンの複合酸化物 500 mg/m3 データ無し

⽔酸化マグネシウム データ無し データ無し

ばく露管理

適切な⼯学的管理⽅法

⼯学的管理（設備対策）は、危険有害性を排除するため、または作業員を危険有害性から防御するために使⽤される⼿法であ
る。適切に設計された⼯学的管理（設備対策）により、通常、作業者が関与することなく、作業者を効果的に保護することがで
きる。
⼯学的管理（設備対策）の基本:
⼯程管理 - 作業または作業⼯程に変更を加え危険性を低減する。

個⼈保護措置

眼/顔⾯の保護 サイドシールド付きの保護メガネ。
ケミカルゴーグル。

⽪膚の保護 以下の⼿の保護具を参照してください。

⼿/⾜の保護

適切な⼿袋の選択は、材質だけでなく、製造業者間で異なる品質保証にも注意する必要がある。化学品が複数の化学物質の調剤
である場合、⼿袋材質の耐久性は事前に計算することができず、したがって、使⽤前に確認しておくことが重要である。
物質に対する正確な破過時間は、保護⼿袋製造業者から得ることができ、最終的な選択の際に重視するものである。
経験は、以下のポリマーが研磨粒⼦が存在しない⾮溶解、乾燥固形物に対する保護のために⼿袋の材料として適していることを
⽰しています。     ポリクロロプレン。     ニトリルゴム。     ブチルゴム。     フルオゴム。     ポリ塩化ビニル。 ⼿袋は絶え
ず摩耗および/または分解のために検討する必要があります。

⾝体の保護 以下の他の保護具を参照してください。

他の保護

防護⽤密閉服(つなぎ型)
塩化ビニル製エプロン
保護クリーム
⽪膚洗浄クリーム
洗眼⽤設備

呼吸器の保護
⼗分な容量のパティキュレートフィルタ。 （AS/ NZS1716＆1715、EN143:2000＆149:001、ANSI Z88または国に相当）

⼯学的対策および管理的対策によりばく露を⼗分に防ぐことができない場合には、呼吸⽤保護具が必要となることがある。
呼吸器の保護具を使⽤すべきかどうかは、毒性情報、ばく露測定データ、および作業者がばく露する頻度や可能性を考慮した専⾨的な検討を経て判断するこ
と。個⼈⽤保護具を着⽤することによる、熱的ストレスや疲労を感じるような熱負荷を作業者に与えないように注意すること。
職業暴露限度が設定されている場合には、適切な呼吸器⽤保護具を選択する⼀助となる。職業暴露限度には、政府が指定した値や製造者が推奨する値がある。
認証を受けた呼吸⽤保護具は、適切に選択され、かつ正式な⼿順に従いフィットテストが⾏われている場合には、粒⼦吸⼊の防⽌に役⽴つ。
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多量の粉じんが浮遊する場合には、型式検定に合格した送気マスクを使⽤する。
粉じんを⽣成するような状況を避けること。

セクション9 物理的及び化学的性質

物理的および化学的性質に関する基本情報
外観 データ無し

物理的状態 製造品 ⽐重 (⽔ = 1) データ無し

臭い データ無し n-オクタノール/⽔ 分配係
数 データ無し

臭気閾値 データ無し ⾃然発⽕温度 (°C) 該当しない

pH (製品) 該当しない 熱分解温度 データ無し

融点 / 凝固点 (°C) データ無し 粘度 (cSt) 該当しない

沸点/沸騰範囲(°C) 該当しない 分⼦量 (g/mol) 該当しない

引⽕点 (°C) 該当しない 味 データ無し

蒸発速度 データ無し 爆発性 データ無し

引⽕性 該当しない 酸化作⽤ データ無し

爆発範囲-上限(%) 該当しない 表⾯張⼒ (dyn/cm or
mN/m) 該当しない

爆発範囲-下限(%) 該当しない 揮発成分 (%vol) 該当しない

蒸気圧 (kPa) 該当しない ガスグループ データ無し

⽔溶解性 混ざらない 溶液のpH (1%) 該当しない

蒸気密度 (⼤気 = 1) データ無し VOC g/L データ無し

セクション10 安定性及び反応性

反応性 セクション 7 参照

化学的安定性 混触危険性物質が存在する。
製品は安定していると考えられる。

危険有害反応可能性 セクション 7 参照

避けるべき条件 セクション 7 参照

混触危険物質 セクション 7 参照

危険有害な分解⽣成物 セクション 5 参照

セクション11 有害性情報

毒物学的影響に関する情報
吸⼊した場合 通常の取扱い過程において製品から発⽣した粉じんを吸⼊すると、健康障害を引き起こすことがある。

飲み込んだ場合 本物質を誤って経⼝摂取した場合、⾝体に害を及ぼすことがある。

⽪膚に付着した場合

本物質は、⽪膚に接触した場合、⼈によっては⽪膚の炎症を引き起こす可能性があることを⽰す研究データがある。
⽪膚疾患がある場合、症状を悪化させることがある。
開放創、擦り傷または炎症がある場合は、⽪膚への接触を避けること。
切創、擦り傷または病変部などを通じて⾎流に侵⼊すると、悪影響を及ぼす全⾝性疾患を引き起こすことがある。使⽤前に⽪膚
を検査し、あらゆる外傷を適切に保護しておくこと。

眼に⼊った場合 本物質は、⼈によっては眼刺激を引き起こす可能性があることを⽰す研究データがある。

慢性毒性 反復または⻑期的な職業ばく露により物質が体内に蓄積し、その結果⾝体に害を及ぼすことがある。

ArmaGel-HT
毒性 刺激性

データ無し データ無し

アルミナホウ珪酸ガラス
毒性 刺激性

経⼝（ラット）LD50: >2000 mg/kg[1] データ無し

silica gel,
trimethylsilated

毒性 刺激性

吸⼊（ラット）LC50: >0.139 mg/l/14h**[Grace][2] Eye (rabbit): non-irritating *
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凡例:  – データ利⽤不可または、区分に該当しない
 – 分類済み

経⼝（ラット）LD50: 3160 mg/kg[2] Skin (rabbit): non-irritating *

経⽪（ウサギ）LD50: >5000 mg/kg[2]

鉄・マンガンの複合酸化物

毒性 刺激性

経⼝（ラット）LD50: >10000 mg/kg[2] Eye (rabbit) : 50 mg Not irritating *

Skin (rabbit) :500 mg Not irritating*

⽔酸化マグネシウム
毒性 刺激性

経⼝（ラット）LD50: >2000 mg/kg[1] データ無し

凡例: 1. 欧州ECHA登録物質 - 急性毒性 - から得られた値。 2. *の値は製造者のSDSから得られた値。 特に注記のないデータは
RTECSから抽出した値。

⽔酸化マグネシウム

末端物質へのばく露により喘息に似た症状が数ヶ⽉ないし数年にわたり続くことがある。これは、⾮アレルギー性の反応性気道
機能不全症候群（RADS）の可能性があり、⾼濃度の刺激性物質にばく露された後に発症する。RADSの主な診断基準には、患
者が⾮アトピー性であり、気道疾患の病歴がなく、刺激物質ばく露後、数分から数時間以内に喘息に似た症状が突如現れ、その
症状が持続することが含まれる。また、肺機能検査で可逆性の気道閉塞が、メタコリン負荷試験で中等度から重度の気管⽀過敏
性がそれぞれ確認されたこと、軽微なリンパ球性炎症がなく、好酸球増多がないこともRADSの診断基準に含まれる。刺激物の
吸⼊によって引き起こされるRADS（または職業性喘息）は、刺激性物質の濃度およびばく露時間と関連を持つ稀な疾患であ
る。これに反して、産業性気管⽀炎は、⾼濃度の刺激性物質（主に粒⼦）へのばく露が原因で起こるが、ばく露が終わると可逆
する。特徴的な症状として、呼吸困難、咳、粘液産⽣が挙げられる。

アルミナホウ珪酸ガラス &
⽔酸化マグネシウム ⽂献検索の結果、顕著な急性毒性試験データ無し。

急性毒性 発がん性

⽪膚腐⾷性及び⽪膚刺激性 ⽣殖毒性

眼に対する重篤な損傷性⼜
は眼刺激性

特定標的臓器毒性 - 単回ば
く露

呼吸器感作性⼜は⽪膚感作
性

特定標的臓器毒性 - 反復ば
く露 :

⽣殖細胞変異原性 吸引性呼吸器有害性

セクション12 環境影響情報

⽣態毒性

ArmaGel-HT

エン
ドポ
イン
ト

試験期間 (時間) 種 値 出典

デー
タ無
し

データ無し データ無し
デー
タ無
し

デー
タ無
し

アルミナホウ珪酸ガラス

エンド
ポイン
ト

試験期間 (時間) 種 値
出
典

LC50 96 ⿂類 >1-mg/L 2

EC50 48 甲殻類 0.476mg/L 2

EC50 96 藻類または他の⽔⽣植物 0.002-0.655mg/L 2

NOEC 240 藻類または他の⽔⽣植物 0.001-mg/L 2

silica gel,
trimethylsilated

エン
ドポ
イン
ト

試験期間 (時間) 種 値 出典

デー
タ無
し

データ無し データ無し
デー
タ無
し

デー
タ無
し
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鉄・マンガンの複合酸化物

エンド
ポイン
ト

試験期間 (時間) 種 値
出
典

LC50 96 ⿂類 0.05mg/L 2

EC50 48 甲殻類 5.11mg/L 2

EC50 72 藻類または他の⽔⽣植物 18mg/L 2

NOEC 504 ⿂類 0.52mg/L 2

LC50 96 ⿂類 0.05mg/L 2

EC50 48 甲殻類 5.11mg/L 2

EC50 72 藻類または他の⽔⽣植物 18mg/L 2

NOEC 504 ⿂類 0.52mg/L 2

⽔酸化マグネシウム

エンド
ポイン
ト

試験期間 (時間) 種 値
出
典

LC50 96 ⿂類 2-820mg/L 2

EC50 48 甲殻類 343.56mg/L 2

EC50 72 藻類または他の⽔⽣植物 >100mg/L 2

凡例: 1. IUCLID毒性データ 2. 欧州ECHA登録物質 - ⽣態毒性情報 - ⽔⽣毒性 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - ⽔⽣毒性データ
(予測) 4. ⽶国環境保護庁, Ecotoxデータベース - ⽔⽣毒性データ 5. ECETOC⽔⽣環境有害性評価データ 6. NITE (⽇本) - ⽣
物濃縮性データ 7. METI (⽇本) - ⽣物濃縮性データ 8. ベンダーデータ から抽出

下⽔道または⽔路に排出しないこと。

残留性・分解性
成分 残留性: ⽔域/⼟壌 残留性: ⼤気

すべての成分のデータ無し すべての成分のデータ無し

⽣体蓄積性
成分 ⽣物濃縮性

すべての成分のデータ無し

⼟壌中の移動性
成分 移動性

すべての成分のデータ無し

セクション13 廃棄上の注意

廃棄⽅法

製品／容器／包装の廃棄⽅
法

器具の洗浄に⽤いた洗浄⽔は排⽔路に流⼊させないこと。
器具の洗浄に⽤いた洗浄⽔は、排出する前にすべて回収し適切な処理を施す必要がある。
製造者にリサイクルの可否を問い合わせ、可能な場合はリサイクルすること。
廃棄する場合は廃棄物の処理を管理している都道府県・市町村に問い合わせること。

セクション14 輸送上の注意

要求されるラベル
海洋汚染物質 いいえ

陸上輸送 (UN): 危険物輸送規制対象外

航空輸送 (ICAO-IATA / DGR): 危険物輸送規制対象外

海上輸送 (IMDG-Code / GGVSee): 危険物輸送規制対象外

MARPOL 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送

Chemwatch: 5358-34

バージョン番号: 2.1.1.1

Page 7 of 9

ArmaGel-HT

発行日: 03/07/2019

印刷日: 14/08/2019

Continued...



該当しない

セクション15 適⽤法令

物質⼜は混合物に特有な安全、健康および環境に関する規制

アルミナホウ珪酸ガラス(65997-17-3) に関する適⽤法令

⽇本 粉塵の許容濃度

SILICA GEL, TRIMETHYLSILATED(126877-03-0) に関する適⽤法令

該当しない

鉄・マンガンの複合酸化物(68186-94-7) に関する適⽤法令

⽇本 作業環境評価基準
⽇本 粉塵の許容濃度
⽇本労働安全衛⽣法（安衛法） - 特定化学物質（英語）

⽇本安衛法︓名称等を表⽰し、⼜は通知すべき危険物及び有害物
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
（PRTR法）

⽔酸化マグネシウム(1309-42-8) に関する適⽤法令

GESAMP/EHS 複合リスト - GESAMP ハザードプロファイル
IMO MARPOL 73/78（附属書II） - その他の液体物質リスト
化審法︓製造輸⼊量の届出を要しない物質（英語）
国際海事機関（IMO） IBCコード 18章︓コードを適⽤しない物質リスト

安衛法︓既存化学物質
⽇本 化審法 - 既存化学物質 / 新規公⽰化学物質 (⽇本語)
⽇本 粉塵の許容濃度

労働安全衛⽣法

名称等を表⽰し、⼜は通知すべき危険物及び有害物
⽂書の交付

政令名称 政令番号

マンガン及びその無機化合物 9-550

名称等を表⽰すべき危険物及び有害物

政令名称 政令番号

マンガン及びその無機化合物 9-550

製造の許可を受けるべき有害物

政令名称 政令番号

該当しない 該当しない

関連する法令・条例

危険物 - 酸化性の物 該当しない

危険物 - 引⽕性の物 該当しない

有機溶剤 該当しない

特定化学物質 第⼆類物質

化管法
-

分類 政令名称 政令番号

マンガン及びその化合物 1-412

毒物及び劇物取締法 該当しない

化審法

優先評価化学物質 該当しない

第1種特定化学物質 該当しない

第2種特定化学物質 該当しない

監視化学物質 該当しない

⼀般化学物質 ⽔酸化マグネシウム

国別インベントリ状況
国別インベントリ 状況

オーストラリア - AICS No (silica gel, trimethylsilated)

カナダ -  DSL No (silica gel, trimethylsilated)

カナダ - NDSL No (⽔酸化マグネシウム; silica gel, trimethylsilated; アルミナホウ珪酸ガラス)

中国 - IECSC No (silica gel, trimethylsilated)

欧州 - EINEC / ELINCS /
NLP No (silica gel, trimethylsilated)

⽇本 - ENCS No (鉄・マンガンの複合酸化物; silica gel, trimethylsilated; アルミナホウ珪酸ガラス)
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韓国 - KECI No (silica gel, trimethylsilated)

ニュージーランド - NZIoC No (silica gel, trimethylsilated)

フィリピン - PICCS No (silica gel, trimethylsilated)

⽶国 - TSCA No (silica gel, trimethylsilated)

台湾 - TCSI Yes

メキシコ - INSQ No (silica gel, trimethylsilated)

ベトナム - NCI No (silica gel, trimethylsilated)

ロシア - ARIPS No (silica gel, trimethylsilated)

タイ - TECI No (鉄・マンガンの複合酸化物; silica gel, trimethylsilated; アルミナホウ珪酸ガラス)

凡例: Yes = 全ての成分がインベントリに収載されている
なし= CAS列挙された成分の1つ以上は（括弧内の特定の成分を参照してください）在庫にないとリストから除外されません

セクション16 その他の情報

改訂⽇ 03/07/2019

最初の発⾏⽇ 03/07/2019

他の情報
製品および各成分の分類は、公式かつ信頼性の⾼い情報源や、参考⽂献を使⽤したChemwatch分類委員会独⾃の評価によるものです。 

SDSはハザードコミュニケーションのツールであり、リスクアセスメントの⼀助として使⽤されるべきである。 掲載されているハザードが、作業場やその他の
環境においてリスクをもたらすか否かは、様々な要素により決定される。 暴露シナリオを参照することにより、リスクが特定されることもある。 使⽤規模、使
⽤頻度および現⾏の設備管理も考慮しなければならない。

当データシートは著作権により保護されており、著作権法により許可される個⼈的な研究、リサーチ、批評もしくは論評等公正な⽬的に使⽤する以外には、ケ
ムウォッチ(TEL: +61 3 9572 4700)からの書⾯による許可が無い限り、いかなる部分の複製も⽅法を問わず禁じられています。
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