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安全データシート 

（SDS） 
 
１．製品および会社情報 

製 品 名 ：  RV パウダーN 薄塗用 
会 社 名 ：  田島ルーフィング株式会社 
住 所 ： 東京都千代田区外神田４－１４－１ 
担 当 部 門 ： テクノサービス 
電 話 番 号 ： 03-6387-8880 
ＦＡＸ番号 ： 03-6387-8890 
作 成 日 ： 1995 年 06 月 12 日 
改 訂 日 ： 2018 年 12 月 01 日 

 

２．危険有害性の要約 

【ＧＨＳ分類】 

物理化学的危険性 

火薬類  ： 分類対象外  

可燃性・引火性ガス  ： 分類対象外  

可燃性・引火性エアゾール  ： 分類対象外  

支燃性・酸化性ガス  ： 分類対象外  

高圧ガス  ： 分類対象外  

引火性液体  ： 分類対象外  

可燃性固体  ： 区分外  

自己反応性化学品  ： 分類対象外  

自己発火性液体  ： 分類対象外  

自然発火性固体  ： 区分外  

自己発熱性化学品  ： 区分外  

水反応可燃性化学品  ： 区分外  

酸化性液体  ： 分類対象外  

酸化性固体  ： 分類できない  

有機過酸化物  ： 分類対象外  

金属腐食性物質  ： 分類できない  

健康に対する有害性 

急性毒性 

経口                 : 分類できない 

経皮                 ： 分類できない 

吸入（ガス）             ： 分類対象外 

吸入（蒸気）             ： 分類対象外 

吸入（粉塵／ミスト）       ： 分類できない／分類対象外 

皮膚腐食性/刺激性        ： 区分１ 

眼に対する重篤な損傷性/刺激性  ： 区分１ 

感作性 

呼吸器               ： 分類できない 

皮膚                           ： 分類できない 

生殖細胞変異原性                 ： 区分２ 

発がん性                         ： 区分１Ａ 

生殖毒性                         ： 分類できない 

特定標的臓器/全身毒性（単回暴露）： 区分３（気道刺激性） 

特定標的臓器/全身毒性（反復暴露）： 区分１ 

吸引性呼吸器有害性        ： 分類できない 
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水生環境 

急性有害性                     ： 分類できない 

慢性有害性                     ： 分類できない 

 
【ＧＨＳラベル要素】 
[絵表示]  

 
［注意喚起語］ 
危険 

［危険有害性情報］ 
発がんのおそれ。 
呼吸器への刺激のおそれ。 
長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害。 
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷。 
重篤な眼の損傷。 
遺伝性疾患のおそれの疑い。 

［注意書き］ 
〔安全対策〕 

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 
粉塵を吸入しないこと。 
取扱い後はよく手を洗うこと。 

〔応急措置〕 
飲込んだ場合：口をすすぎ、無理して吐かせないこと。直ちに医師の診断、手当てを受ける 

こと。  

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医 

師の診断、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こと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には 

外して洗うこと。直ちに医師の診断、手当てを受けること。  

皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。  

衣類にかかった場合：直ちにすべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り除くこと。  

汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。  

ばく露又はその懸念がある場合：医師の診断、手当てを受けること。  

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 
〔保管〕 

施錠して保管すること。 

〔廃棄〕 
内容物や容器を、国際／国／県都道府県／市町村の規則に従って廃棄すること。 
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３．組成及び成分情報 

単一製品・混合物の区別：混合物 
成分名 成分 官報公示整理番

号 （化審法） 

ＣＡＳ番号 

ポルトラン

ドセメント 

ケイ酸カルシウム  （１）－１９４  １２１６８－８５－３  ６５９９７－１５－１  

(ポルトランドセメントと

して)  

アルミン酸カルシウム  （９）－２４０８  １２０４２－７８－３  

鉄アルミン酸カルシウム ― ― 

せっこう 硫酸カルシウム  （１）－１９３  ７７７８－１８－９  

― １００３４－７６－１ 

１０１０１－４１－４ 

硅砂 シリカ （１）－５４８  １４８０８－６０－７  ―  

 

【危険有害性成分】  

ポルトランドセメント : 労働安全衛生法第５７条の２、施行令第１８条の２第１号、第２号別表 

第９ 通知対象物 政令番号５４５の２ 

シリカ ： 結晶質－石英  

労働安全衛生法第５７条の２第１項 通知対象物 政令番号１６５の２ 

製品中に遊離シリカ（結晶質－石英）ＳｉＯ２（化審法番号１－５４８、ＣＡ 

Ｓ番号１４８ ０８－６０－７）を、最大５０％含有する可能性がある。  

 

４．応急措置 

吸入した場合 
速やかに新鮮な空気の場所に移し、水又は温水でうがいをさせ必要に応じて医療処置を受ける。 

皮膚に付いた場合 
速やかに水で洗い流し、必要に応じて医療処置を受ける。 

目に入った場合 
速やかに清浄な水で最低１５分洗眼したのち、眼科医の診察を受ける。 

飲み込んだ場合 
水でよく口の中を洗浄したのち、大量に飲み込んだ場合は水を飲ませ吐きださせ、速やかに医

師の診断を受ける。無理に吐かせないこと。 

 
５．火災時の措置 

消火剤        ：燃焼しないので必要としない。 
使ってはならない消火剤：燃焼しないので特になし。 

 
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 
作業は手袋、保護メガネ、防塵マスク等の保護具を着用する。 

環境に対する注意事項 
洗浄した場合、洗浄液は必ず回収し河川等に流出しない様にする。 

封じ込め及び浄化の方法・機材 
スコップ、箒等で掻き集めるか、掃除機で回収する。 

 
７．取り扱い及び保管上の注意 

取扱い 
［技術的対策］ 

局所排気装置の設置等、通気の良い作業場所を確保する。  

火気厳禁  

取扱い場所の近くに、緊急時に洗眼及び身体洗浄を行うための設備を設置する。  

皮膚、粘膜、着衣に触れたり、目に入らぬような適切な保護具を着用する。 
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［安全取扱い注意事項］ 
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 

通気の良い場所で作業する。  

濡れ、あふれ、飛散等がないように注意して取扱い、蒸気やミストの発生する場合は局所排 

気装置を設置する。  

取扱い後は手・顔を良く洗い、うがいをし、休憩所等に手袋等の汚染した保護具を持ちこま 

ないこと。 
保管 
［技術的対策］ 

日光の直射を避ける。 

水漏れ、吸湿しない様に注意する。  

火気、熱源から遠ざけて保管する。 

 
８．暴露防止措置 

管理濃度       ：Ｅ＝３．００／（１．１９Ｑ＋１．００） 

＜Ｅ：管理濃度（ｍｇ／ｍ３）、Ｑ：当該粉塵の遊離けい酸含有率（％）＞ 
許容濃度        ：日本産業衛生学会（２００６年度版） 

              結晶質シリカ ０．０３ｍｇ／ｍ３ 

ＡＣＧＩＨ（２００９年度版）  

結晶質シリカ  ０．０２５ｍｇ／ｍ３（ＴＷＡ）  

ポルトランドセメント １ｍｇ／ｍ３（ＴＷＡ） 

設備対策       ：屋内等の密閉された場所で取り扱う場合は、管理濃度以下にするため 
に十分な能力を有する換気装置及び集塵機を備える。 

保護具 
呼吸器の保護具      ：防塵用マスクを使用する。 

手の保護具          ：ゴム製保護手袋又はポリエチレン製等の使い捨てタイプの手袋。 

目の保護具          ：側板付き普通眼鏡型、ゴーグル 

皮膚及び身体の保護具：長袖の衣服を着用し、必要に応じ長靴、耐油性の合成樹脂又はゴム製

の前掛け、腕カバー等を着用する。 

 
９．物理的及び化学的性質 

外観 
物理的状態                ：微粉末 
色                        ：灰白色微粉末 
臭い                      ：なし 

密度                      ：約２．７～３．１（２０℃） 

溶解性 
水                        ：難溶性 

揮発性           ：なし 

引火点                   ：なし 

発火点                     ：なし 

 
１０．安定性及び反応性 

安定性               ：常温、常圧で安定 
危険有害反応可能性  ：特になし 
危険有害な分解性生物 ：なし  

可燃性               ：なし  

酸化性               ：なし  

自己反応性，爆発性   ：なし  

粉塵爆発性           ：なし  
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反応性               ：水と反応し固化する  

 
１１．有害性情報 

急性毒性 ：データなし 

生殖細胞変異原性 ： 

結晶質シリカに関して、Ｉｎ ｖｉｖｏでは、遺伝子突然変異試験で陽性、マウス肺組織の

ｈｐｒｔ遺伝子突然変異試験で陰性、腹腔内投与によるマウス小核試験で陰性、ヒトリンパ

球の染色体異常試験、姉妹染色分体交換試験で陽性、ラット肺、末梢血を用いた酸化ＤＮＡ

傷害試験で陽性又は陰性、ラット肺上皮細胞のＤＮＡ切断試験で陽性である（ＳＩＤＳ（２

０１３）、ＣＩＣＡＤ ２４（２０００）、ＤＦＧＯＴ ｖｏｌ．１４（２０００）、ＩＡＲ

Ｃ ６８（１９９７））。Ｉｎ ｖｉｔｒｏでは、哺乳類培養細胞の遺伝子突然変異試験で陽

性、陰性の結果、哺乳類培養細胞の小核試験で陽性、陰性の結果、染色体異常試験、姉妹染

色分体交換試験で陰性である（ＳＩＤＳ（２０１３）、ＣＩＣＡＤ ２４（２０００）、Ｄ

ＦＧＯＴ ｖｏｌ．１４（２０００）、ＩＡＲＣ ６８（１９９７））。以上より、区分２と

した。 

皮膚腐食性・刺激性／眼に対する重篤な損傷・刺激性 ：  

水と接触すると水酸化カルシウムを生じ、ｐＨ１２～１３を呈するため目や皮膚に炎症を起 

こす可能性があるため区分１とした。  

発がん性 ： 

結晶質シリカに関して、ＩＡＲＣグループ１（ヒトに関して発がん性がある）、日本産業衛

生学会は１に分類しており、区分１Ａとした。  

特定標的臓器・全身毒性（単回暴露）：  

ポルトランドセメントに関して、気道刺激性があるとの報告（ＡＣＧＩＨ（７ｔｈ、２０１

０））より、区分３（気道刺激性）とした。  

特定標的臓器・全身毒性（反復暴露）：  

ポルトランドセメントに関して、吸入経路では、ヒトにおいて良性の塵肺症を生じ、気管支

炎、呼吸困難、関、炭、肺気腫、胸痛が見られるとの報告がある（ＡＣＧＩＨ（７ｔｈ、２

０１０））。 

結晶質シリカに関して、ヒトにおいて呼吸器、免疫系、腎臓に影響を及ぼすとの記述がある

（ＳＩＤＳ、２０１３）。 
以上より、区分１とした。 

吸引性呼吸器有害性 ： データなし。  

 

１２．環境有害情報 

水生環境有害性（急性） ：  

非晶質シリカを用いて試験されたデータで、甲殻類（オオミジンコ）の２４時間ＬＬ５０＞

１０，０００ｍｇ／Ｌ，魚類（ゼブラフィッシュ）の９６時間ＬＬ０＝１０，０００ｍｇ／

Ｌ（いずれもＳＩＤＳ，２０１３）であることから、区分外とした。 

接触水はｐＨ１２～１３を呈するため環境に影響を及ぼさないように注意する。  

漏洩、廃棄などの際には環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。  

特に製品や洗浄液が地面、河川、排水溝等へ直接流れないように対処する。 
 

１３．廃棄上の注意 

固化後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規にしたがって処理を行う。  

排水処理などによって発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係 

する法規にしたがって処理を行うか許可業者に委託する。容器、機械装置等を洗浄した排水等は、 

地面や排水溝へそのまま流さないこと。 
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１４．輸送上の注意 

国連分類  ：該当しない。 

国連番号  ：なし 

国内規制 
陸上輸送：消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法規に定め 

られる運送方法に従うこと。 
海上輸送：船舶安全法の定めるところに従うこと。 
航空輸送：航空法の定めるところに従うこと。 

輸送の特定の安全対策及び条件 
：火気厳禁、天地無用 
容器に濡れが無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ 

防止を確実に行う。 

 

１５．適用法令 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律  

労働安全衛生法（粉塵障害防止規則）  

労働安全衛生法（第５７条第１項、施行令第１８条第１号、第２号別表第９ 通知対象物質 政令

番号 第５４５の２ ポルトランドセメント） 

労働安全衛生法（第５７条の２第１項 通知対象物 政令番号 第１６５号の２ 結晶質シリカ） 

じん肺法  

化学物質管理促進法 ：該当せず。  

輸出貿易管理令     ：該当せず。  

消防法             ：該当せず。 
 

１６．その他の情報 

危険・有害性の評価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、記載の

データや評価に関しては、いかなる保証をなす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あって、特別な取扱いをする場合には用途・用法及び状況に適した安全対策

を実施の上、取り扱いには充分に注意願います。  

全ての化学製品には未知の危険性・有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が必要です。

ご使用各位の責任において、安全な使用条件を設定下さるようお願い申し上げます。 

 

以上 
 
 
 


