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４.１ はじめに 
 化学バイオ工学科における実験では、電気機器、動力機械のほかに、種々の化学薬品や

生物材料が日常的に用いられている。さらに、実験がガラス器具等を用いて行われるため、

それらを適切・安全にしかも有効に使用することを心がける。火災・けが等の事故におけ

る原因の大部分は誤った使用法や不注意である。これらは、実験の性質を熟知して取りか

かれば、防ぐことができる。一般に、事故を未然に防ぐことは、事故後の迅速で適切な対

応と同様あるいはそれ以上に重要である。将来、技術研究の分野で活躍するために、安全

に関する知識は不可欠である。なお、化学実験の操作ならびに実験機器の取り扱い上の詳

しい安全対策については「実験を安全に行うために(正)、(続)」（化学同人）などを参照す

ること。 
実験を行う際に、常に念頭におくべき事項を以下に示す。 

１）全体の流れ（実験計画）の把握 
２）周到な準備 
  使用する装置や薬品を点検する。さらに、身支度も実験に応じた準備が必要である。 

実験中は保護眼鏡を必ず掛ける。実験着は引火時に融着するナイロン、ポリエステルな

どを避け、できるだけ皮膚を露出しないようにし、しかも、軽快に動作できるようにす

る。必要があれば、保護手袋、マスク、フェースガード、防塵マスクなどを着用する。 
３）無理の回避、指示の厳守 

無理なスケジュールや不備な装置による実験は事故のもとである。実験は決して無理

をしてはいけない。指示に従い正しく訓練すれば、ペースを上げることはできる。また、

夜間の単独実験は絶対に行わない。 
４）危険度の予測 

事故は予知できないが、危険度は予測できる。未知の実験は指導教員と十分打合せを

行い、疑問点は質問し誤解や情報不足は避ける。同時に、危険度を予測して対策を立て

る。なお、次のような実験には万全の注意が必要である。 
    a) 未知の反応および操作 
     b) 複合危険のある実験（発火、爆発、毒ガス発生など） 
     c) 過酷な反応条件（高温、高圧など） 
５）装置、器具などの点検 
  実験に先立って、測定装置などが正常に作動することを確認する。ガラス器具も事前

のチェックも行い、破損やヒビのある器貝は使わない（実験中に破損し、事故に繋がる

可能性が高くなる）。また、ガラス容器は適切な大きさのものを使用する。 容器が小

さ過ぎる場合、溢れ出る等の危険がある。一方、大きすぎる場合、種々のムダが生じる。 
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６）事故発生時対策の確認 
  止めるべき元栓やスイッチ、消火器や救急シャワーの位置とその操作法、避難、整頓、

救急法と連絡法などを確認した後でないと実験を始めてはならない。 
７）終了後の始末 

後始末も実験の過程である。薬品の保管、使用、廃棄のすべてに責任をもつ。使用後

の薬品類を流しに捨てない。溶剤の回収、廃液や廃棄物の処理は指示に従って行う（「I-7 
実験廃棄物の安全な管理と処置」参照）。 

 
４．２ 薬品の取り扱い 
 本学では化学物質（薬品）を取り扱う規則が定められている（「一般的共通事項 Ⅰ-6」
参照）。実際の使用に当たっては、規則を厳守して安全に取り扱う。 
 化学物質のほとんどが、なんらかの形で危険を内包している。したがって、実験では身

体との接触を避けるよう常に注意する。とくに、化学物質が皮膚に付着しないよう、保護

眼鏡の使用やピペッターの使用などを厳守する。なお、身支度として白衣を着用すること

を勧める。薬品が白衣に付着した場合、肌に密着していないので、直ちに脱ぎ捨てること

で被害を最小限に抑えることができる。 
 化学物質（薬品）はすべて所定の場所に保管し、実験台上などに放置しない。原則とし

て、必要量を購入する。「毒物」や「劇物」と表示されている化学物質（薬品）は、施錠

された保管庫に使用簿をつくり管理する。また、化学物質（薬品）は消防法、毒物および

劇物取締法、公害・環境関連法、化学兵器の禁止および特定物質の規制等に関する法律な

どにより分類され、その取り扱いが規定されている。これらの法令や規制の主旨・精神を

理解することも化学物質（薬品）を扱う際に不可欠である。 

 
[危険性物質] 

危険物 代表的な物質 

発火性 
有機リチウム、有機アルミニウム、黄燐、還元ニッケル、還元白金、還元パラジウ

ム、アルカリ金属、カーバイトなど 

引火性 

可燃性ガス：水素、一酸化炭素、都市ガス、アセチレン、エチレン、プロピレン、

ブタジエン、アンモニアなど 
引火性ガス：エーテル、二硫化炭素、アセトン、ヘキサン、酢酸エチル、ベンゼン、

アルコールなどの有機溶媒 

爆発性 
ピクリン酸、ニトログリセリンのように多くのニトロ基をもつもの、不安定なアゾ

化合物、酸素-酸素結合を持つ過酸化物類、アセチレンおよびその誘導体など 

腐食性 強酸、氷酢酸、無水酢酸、フェノール、強アルカリ、アンモニア、アミンなど 
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[有毒性物質] 

危険物 代表的な物質 

皮膚障害性 
酸類、砒素、コバルト、希アルカリ液、ピクリン酸、硝酸銀、ヨウ素、タール、

ピッチ、ホルマリン、マンガン、セレンなど 

粘膜障害性 
アルデヒド、アルカリ性の粉塵およびミスト、アンモニア、クロム酸、エチレ

ンオキシド、塩化水素、フッ化水素、二酸化硫黄、無水硫酸、臭素、塩素、ヨ

ウ素、臭化シアン、塩化シアン、過酸化水素、ホスゲン、ジメチル硫酸など 

窒息性 
炭酸ガス、ヘリウム、水素、窒素、メタン、エタン、亜酸化窒素、一酸化炭素、

シアン化水素、ニトリル、ニトロベンゼン、アニリン、硫化水素など 

麻酔性 エーテル、クロロホルムなどほとんどの有機溶媒 

神経障害性 
二硫化炭素、ハロゲン化炭化水素、四エチル鉛、エチレンオキシド、チオフェ

ン、マンガン、水銀、メタノールなど 

腎肝障害性 
四塩化炭素、四塩化エタン、ニトロトルエン、ジオキサン、カドミウム、ウラ

ンなど 

血液障害性 ベンゼン、フェノール、クレゾール、鉛、ホスフィンなど 

肺障害性 難溶性粉塵、石綿、タルク、遊離ケイ酸、酸化ベリリウムなど 

発癌性 
コールタール、ピッチ、アスベスト、ニッケル、ベンゼン酸塩、ナフチルアミ

ン、ベンジジン、4-アミノフルオレン、オーラミン、ジメチル硫酸など 

 
[化学兵器の禁止および特定物質の規制等に関する法律で規制されている物質] 

特定物質（製造したり、使

用したりする場合、経済産

業大臣の許可が必要な物

質） 

サリン、ソマン、タブン、VX、硫黄マスタード類、ルイサイト

類、窒素マスタード類、サキシトキシン、リシン、メチルホス

ホン酸ジフルオリド、QL、クロロサリン、クロロソマン 

指定物質（化学兵器に転用

される恐れがあるため、法

律上の義務はないもの

の、自主的に適正な管理を

行うことが望まれる物質） 

BZ、アミトン、PFIB、ホスゲン、塩化シアン、青酸、クロロピ

クリン酸、塩化砒素、ベンジル酸、キヌクリジン-3-オール、チ

オグリコール、ピナコリルアルコール、オキシ塩化リン、三塩

化リン、五塩化リン、亜リン酸トリメチル、亜リン酸トリエチ

ル、亜リン酸ジメチル、亜リン酸ジエチル、一塩化硫黄、二塩

化硫黄、塩化チオニル、エチルジエタノールアミン、メチルジ

エタノールアミンのほか下記の化学式で示す物質、 
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（１）購入 
１）消防法で危険物と定められている化学物質（薬品）等は、一つの実験室、作業場ある

いは建物について、保管可能な量が規定されているので必要以上に購入しない。 
２）化学物質（薬品）等は、使用後のことまで考慮し、危険物に該当しなくても必要最小

量を購入する。これは、費用および保管場所の無駄を避けるための処置である。さら

に、経時変化による純度の低下を防ぐこともできる。 

 
（２）保管 
１）化学物質（薬品）等は、一定の場所に保管し残量や内容および容器の状態等を常に記

録しておくことが必要である。容器の破損防止・転倒防止策を施すことも必要である。 
２）化学物質（薬品）等は、その内容がラベルなどではっきり表示された安全な容器に保

存する。特に、小分けする場合、その場でラベルを貼ること。 
３）施錠保管すべき化学物質（薬品）（監督官庁から指示のある薬品、麻薬、覚醒剤取締

法、化学兵器の禁止および特定物質の規制等に関する法律指定楽品等）についてはそ

の指示を厳守し、錠の掛かる金属製の薬品戸棚に保菅する。その鍵は研究室の責任者

または指定の教員が管理するものとする。さらに、これらの薬品については使用簿を

常備する。 
     a) 危険楽品：塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、黄リンなど 
     b) 有害薬品：シアン化カリウム、シアン化ナトリウムなど 
     c) 麻薬・覚醒剤：モルヒネ、コカイン、LSD、塩酸エフェドリンなど 
    d) 化学兵器の禁止およぴ特定物質の規制等に関する法律で規制されている物質：前

のページ参照 
４）常用する有機溶媒類は危険物倉庫に保管し、実験室等には最小必要量を運び込む。 
５）発火性薬品等は、金属製の保管庫などに所定の方法で保管する。 

・黄リンおよびラネーニッケル、還元白金、還元パラジウム等の金属は、水を満たし

た瓶中に貯蔵し直射日光をさける。 
・有機アルミニウム、有機リチウム化合物などは密閉容器またはアンプル中に保存す

る。 
・酸化性物質との混合を避ける。 

６）混合すると発火、爆発あるいは有毒物質に変化する薬品が多数あり、これらをまとめ

て混合危険物と称する。保管に当たっては薬品棚、保管庫の区分、配列に十分配慮す

る。 

 
（３）使用 
１）化学物質（薬品）および実験により生成する化学物質等について、特に発火性、爆発

性、毒性についてよく調べた後に使用する。 
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２）引火性物質（空気に触れただけでは発火しないが、発火に必要なエネルギーを加える

と容易に発火する物質：エーテル、二硫化炭素など引火点が室温以下のもの） 
・引火性液体の加熱には裸火を用いてはならない（スイッチの接点なども火種になる）。

二硫化炭素は特に引火性が強く、また、発火点が 100℃であり火がなくても自然発

火するので特別の注意を要する。 
・引火性気体を使用するときは、換気または通風をよくする。 
・内容物の少なくなった容器は引火、爆発の危険性が高い。 

３）禁水性物質（水と発熱的に反応し、燃焼、爆発あるいは有害ガスを放出する物質） 
・取り扱いには、ゴム手袋やピンセットを用いる。 
・金属ナトリウムやカリウムは、石油中に密閉保管する。削り屑はアルコールで分解

する。その際、発生する水素に引火しないように注意する。 
・金属ナトリウムやカリウムはハロゲン化物と接触すると爆発することがある。 

４）爆発性物質（熱、衝撃あるいは有機物や還元性物質との混合により発熱し、ときには

爆発する物質：過酸化物、塩素酸、過塩素酸塩、過酸化水素、濃硝酸、硝酸エステル

等） 
・金属スパチュラは使わない。微量の金属が分解爆発を促進する。 
・すり合わせたガラスの使用は厳禁である。 
・酸化性固体は加熱、衝撃により爆発する可能性があるので火気、熱源から遠ざけ冷

暗所に保管し衝撃を与えない。酸化性液体は有機物や還元性物質に混合すると発熱

し発火する恐れがあるので、容器は冷暗所に保管する。 
・過酸化水素はアルカリ性で分解しやすく、また、熱、日光により急に爆発すること

もある。 
・エーテル類は空気と触れて過酸化物をつくりやすく、蒸留時に濃縮され爆発する危

険性があるので、保管に要注意。ブタジエンや塩化ビニルのような不飽和化合物も

同様である。 
５）その他の注意すべき化合物 

・有害ガスや蒸気の発生する実験はドラフト内で行う。特にオゾン、シアン化水素、

ホスフィン（リン化水素）、アルシン（ヒ化水素）などのガスは猛毒であり、少量

で死に至る可能性がある。 
・強酸性化合物は、皮膚に付着すると瞬時に深い傷跡を残す。もし、皮膚に付着した

場合、直ちに大量の水で 10 分間以上洗浄する。特に、クロロスルホン酸や濃硫酸

は水に注ぐと発熱して突沸し、飛沫を浴びる危険性がある。したがって、これらの

酸を希釈するときは、必ず水の中にこれらを徐々に流し込む。 
・水酸化ナトリウムなどの強アルカリも皮膚に対する腐食性が強い。これらが皮膚に

付着した場合、皮膚がぬるぬるしなくなるまで水で洗浄する。 
・角膜など眼球の粘膜は薬品にきわめて弱く、アルカリ、酸その他腐食性薬品が目に
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入って失明する例が多い。このような事故を防ぐため、実験室では必ず保護眼鏡を

着用する。 
６）危険が予想される物質を扱う際は、まず少量の予備的な実験を人的被害のない範囲で

行う。そのとき、災害対策（防護手段）として消火器の用意、安全つい立て、防護面、

防護マスクなどを使用する。 
７）使用中の化学物質（薬品）等を除いて、原則として薬品容器は机上に放置しない。 
８）突然の爆発や火災、あるいは急性中毒が発生することがあるので、実験や作業は決し

て一人で行わない。特に夜間の実験は、周りに人が少なくなるので、十分に気を付け

る。 
９）少量でも有毒蒸気が発生する場合、ドラフト外で扱わない。 
１０）使用後の器具、空容器等も危険性がある。使用した本人だけが、内容物の種類や容

器の使途を知っていることに留意し、使用者の責任で指示された方法で廃棄する。 
１１）使用後の化学物質（薬品）等は、無機・有機廃液等の区分に分けて、廃液だめに貯

留する。廃溶媒、有害汚泥、不要の化学物質（薬品）等は、専門の業者に処理を依頼

するので種類別に保管する。 

 
（４）化学物質（薬品）による事故の処置 
１）酸、アルカリなどの劇物やその他の有害物質により身体が汚染された場合、直ちに汚

染した部分を大量の水で洗う。衣服に付着した場合、手早く衣服を脱がせる。ただし、

劇薬を浴びてただれた皮膚を擦る恐れのある場合には、付着した部分の布を手早くは

さみで切り取る。 
２）薬品が目に入った場合、まず、水道水で 15 分間以上洗浄し、その後医療機関で診断

を受ける。特に、アルカリの場合、注意を要する。 
３）有害刺激性気体を吸い込んだ場合、直ちに新鮮な空気中に移す。 
４）劇物や有害物質を飲んだ場合、卵黄や牛乳を与えて粘膜を保護し速やかに医療機関に

搬送する。 
５）中毒 110 番：化学物質（薬品）等薬品により中毒を発症した場合、以下で電話相談に

応じている。（情報提供料：無料） 
    大阪  ０７２− ７２７− ２４９９   365 日  24 時間 
    つくば ０２９− ８５２− ９９９９   365 日  9 時～21 時 
 （財）日本中毒情報センターHP  URL:http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf 
６）有機溶媒に火がついたとき、まず、まわりにある可燃物を除き、ガスなどの熱源を止

める。火勢が弱まってから、濡れ雑巾などで口を覆って消火する。必要ならば消火器

を用いる。 
７）火傷したときは、緊急処置としてその場で直ちに水道水で患部を 30 分間から 2 時間

くらい冷却する。水温は、10〜15℃が適温でありそれ以下は望ましくない。洗い流す
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ことが困難な場合、水道水で湿らせた 2〜3 枚のタオルで氷片を包み患部に当て冷却

する。この時、同一部位が冷えすぎないように絶えず移動をさせる。広範囲の火傷の

場合、ショック状態に陥るので、清潔なシートやタオルで覆い毛布にくるんで保温し、

医療機関に急送する。重傷の場合、多量の水を欲するので、水を与える方がショック

を緩和できる。意識があり、内臓に損傷のない時にはお茶などを与えてもよい。 

 
４．３ 各種ガスの取り扱い 
（１）実験室で使用するガスの一般的取り扱い 
１）ガスを使用する実験を行うに当たっては、事前に使用ガスまたは発生ガスの性質（特

に毒性、比重、爆発限界、発火点等）を十分熟知しておく。 
２）ガス漏洩時に迅速な処置が取れるように、ガスの種類、反応物の内容に適合した消火

器、防護具の所在を事前に確認する。 

 
（２）可燃性ガスの取り扱い 
１）火気のそばで使用してはならない。万一の火災に備えて、消火器の所在を事前に確認

しておく。 
２）着火源は常に存在するものとして、燃焼の起こるガス状態をつくらないように注意す

る。 
３）多量のガスが漏洩した場合、周囲の者にも知らせ直ちに避難する。余裕のあるときは、

ガス源と火気を止め窓等の解放を行う。 
４）圧力が加わる場合、漏れの検知にはせっけん液を用いた泡による方法が簡単である。

常圧の場合、ガスビュウレツト（ガス流量計なども可）でチェックする。 
５）爆発範囲の大きなガス（たとえば、水素 4～75 vol-％、一酸化炭素 12.5～74 vo1-％、

酸化エチレン 3～100 vo1-％）等を使用する場合、排気には特に注意する。 

 
（３）高圧ボンベ取り扱いでの注意 
１）バルブの点検：運搬には保護用キャップを必ず付ける。ボンベの移動には運搬用の手

押し車を使用し、運搬中に転げ落ちたりしないように固定する。積み降ろしは丁寧に、

一人で担ぎあげたりしない。 
２）ガスの種類による区別：酸素と水素等の可燃性ガスを一箇所に貯蔵しない。液化ガス、

アセチレンは必ず立てて保管する。酸素および可燃性ガスボンベの近くには発火性や

引火性の強い薬品等は置かない。貯蔵室内は火気厳禁。ガスが漏れても滞留しないよ

うに換気に注意する。ボンベは常に 40℃以下に保つ。直射日光や風雨の当たる場所、

湿気の多い場所、電源・アースの近くには置かない。 
３）ボンベの固定：倒れたり、移動したりしないようにしっかり固定する。バルブの開閉

は静かに注意深く行う。急激に開く、無理な力で開くなどの操作はしない。ボンベの
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バルブ部分に付属する安全弁には絶対手を触れない。調整器、導菅は専用品を用い接

続は必ず締め付け金具を用いる。石鹸液を付けて接続部分のガス漏れを検査し、ガス

漏れのないことを確認してから実験を行う。 
４）容器の返済：使用後あるいは交換するときは、必ずバルブを閉じ、ガスが若干残った

状態で業者に渡す。ガスを完全に消費してしまうと、再充填の際に空気が混入する恐

れがある。 
５）可燃性ガスボンベを実験で使用する際には、ボンベをシリンダーキャビネット内に入

れて使用する。なお、使用の際には、シリンダーキャビネットの使用法と作動原理を

事前に理解しておくこと（「I-9 建築防災設備」参照）。 

 
（４）各種高圧ガス取り扱い上の注意 
１）酸素：容器（ボンベ）は黒色。酸素は油脂類に触れるだけで発熱し、燃焼、爆発に至

る危険性があるので、容器や器具類に油分を付けたり、付近にこれらを置かない。調

整器は、酸素専用のものを用いる。圧力計は「禁油」と表示された酸素用を使用し、

接続部分に可燃性パッキングを用いない。酸素を空気と同じと考えてはいけない。機

械、器具、配管内には、大抵油分があるので危険である。また、酸素を大気中に放出

する場合、付近に火炎などの危険性が無いことを確認して行う。 
２）水素：容器の色は赤。水素を急激に放出すると、火種がなくても発火することがある。

水素と空気の混合物の爆発範囲は水素濃度が 4.0〜75.6 vol-％であり、非常に広範囲で

ある。換気のよい場所で使用するか、導管で室外の大気中に排出するなどの配慮が必

要である。また、火気は厳禁である。水素を使用した設備は、使用後窒素ガスなどで

置換し保全する。 
３）塩素：容器は黄色。塩素は微量でも目、鼻、喉を刺激する。換気のよいドラフト内で

使用する。調整器などは専用品を使用する。水分があると激しく調整器などを腐食す

るので、使用のつど水分を拭き取る。それでも腐食が進むので、6 カ月以上貯蔵しな

い。 
４）アンモニア：容器の色は白。アンモニアは、目、鼻、喉を刺激する。アンモニアは水

によく溶けるので、注水のできるところで使用することが望ましい。取り扱いには、

水中眼鏡などを着用し、換気のよいドラフト内で行う。 
５）アセチレン：容器は茶色。アセチレンは非常に燃えやすく、燃焼温度が高く、ときに

は分解爆発も起こす。通風のよい場所に置く。容器は使用中、貯蔵中とも必ず垂直に

立てる。 火気厳禁。漏れに十分注意する。調整器の出口が 1 kg/cm2以上の圧力になら

ないようにして使用し、バルブは 1.5 回転以上開けない。調整器などは専用品を使用

する。空気と混合したときの爆発範囲は、2.5～80.5 vol-％と広い。 
６）可燃性ガス：火気厳禁、消火設備を設ける。換気のよい部屋で使用し、火災爆発に対

し、十分に配慮する。ガス漏洩の無いことを必ず確認する。スパークなどによる引火
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爆発を防ぐため、可燃性ガス使用の前後には、装置内を不活性ガスで置換する。可燃

性ガスと空気の混合物は、広い爆発範囲をもつものが多いので十分注意する。また、

ガスの空気に対する比重を考慮し、滞留しないよう換気などに配慮する。 
７）毒性ガス：毒性ガスに対する十分な知識を持って扱うことが必要である。使用に当た

っては、事前に指導教員と十分な打ち合せを行わなければならない。さらに、防毒マ

スクを用意し、防毒設備や避難などの処置についても万全を期する。換気のよい場所

で使用し、ガスの滞留に対する処置等を講じておく。毒性ガスは、完全に無害の状態

にしてから放出する。毒性ガスは、ボンベの腐食、錆び、劣化しやすいものが多いの

で、ボンベの保管にも十分注意する。 
８）不活性ガス：高圧のため一般的な注意を守り、慎重に取り扱う。大量に使用するとき

は、酸素欠乏状態にならないように室内の換気に注意する。 

 
４．４ ガラス器具の取り扱い 
ガラス器具による事故の大部分は、切傷と火傷である。これらの事故を防ぐためには、

ガラスの性質をよく知っておく必要がある。 
１）ガラス器具は使用前に入念に点検し、傷のあるものの使用しない。特に、フラスコ類

は保管中に物が当たり、小さなヒビ割れが生じている場合がしばしばある。これを減

圧、加熱容器として使用すると、実験中にそのヒビが伸びて事故（破損）に繋がる可

能性が非常に高い。ヒビ割れはフラスコ類を明るいところで回転させ、光るような傷

があるかどうかで容易に確認できるので、使用前に必ず励行する。 
２）加熱用の反応容器として、丸底フラスコなどのように底の丸い器具を使用する。また、

三角フラスコ、ビーカーなどを加熱用容器として使用する場合、肉薄で機械的強度が

低いので取り扱いに注意が必要である。可燃性有機溶媒等を取り扱う場合、口の広い

ビーカーなどを使用しない。 

 
ガラスの性質 

硬さ 硬度は 6~7 である。もろく、割れ目は鋭利な刃物のように危険である。 

強度 

 

圧縮力には強いが（圧縮強度 9000kg/cm2）、引張力には弱い（400~ 
600kg/cm2）。細いガラス管は傷を入れると容易に折れる。 

耐熱性 

 

熱伝導度が悪い。ヤスリで傷をいれた後、細いガラス棒の先をバーナーで

加熱して作った焼玉をあててガラス管を切ることができる。 

耐久性 

 

長期保存したガラスはアルカリ成分が失われ、熱すると失透、白濁する。

失透したガラスは強度が低下しているので、使用しない。 

 
３）真空蒸留などで減圧にする容器は、ナスフラスコのような底の丸い器具を用いる。三

角フラスコのような底の平たい器具は、外側からの圧力によって破損するため、使用
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しない。 
４）ろ過瓶（吸引瓶）などのような肉厚の器具は、減圧容器として適する。急激な加熱な

ど、大きく温度変化させると破損しやすいので、そのような目的には使用しない。 
５）フラスコ類にゴムまたはコルクで密栓する場合、無理をすると破損しけがをすること

が多い。一方の手でフラスコの上端を握りしめ（フラスコの口が手で覆われるように）、

他方の手で栓をするよう心がける。このような方法を用いると、例えフラスコの口が

割れても、大きなけがになることはない。 
６）ゴムまたはコルク栓にガラス管や温度計などを差し込む場合、折れてけがをすること

が多い。管には、水、アルコールまたはグリースなどを塗り、一方の手に栓をもち、

回しながら他方の手で管を少しづつ押す。この際、親指ともう一方の手の親指との間

をできるだけ短く、1 cm 以上は離れないようにする。間隔を開けてガラス管を操作す

ると、てこの原理で思わぬ力がかかり、破損して負傷の原因となる。安全のためには、

タオル等の布片で手を保護して行うことが望ましい。また、この際用いるガラス管の

両端は、必ず焼いて切口を滑らかにしておく。切ったままのガラス管の切口は鋭利で

危険なばかりでなく、栓に傷を付け空気もれを起こすなど実験の支障になることが多

い。 
７）ガラス細工の際の大きな事故は、可燃性液体または気体が入っている容器を加熱した

場合に起こる。細工するガラス管またはフラスコ類の乾燥に、有機溶媒を使用するこ

とは危険である。また、可燃性物質を用いた装置などの修理は、これらの物質が残っ

ていないことを確かめる必要がある。なお、加熱したガラスは、一見それと気づきに

くいので触れて火傷をする場合が多いので、十分気を付ける。 
８）封管や密栓した容器を開ける際、内圧がかかっていると内容物が噴出することがある

ので細心の注意が必要である。 

 
４．５ 高圧反応容器（オートクレーブ） 
 加圧下で反応を行う場合、適した反応器、配管、弁類および計測器関係のそれぞれが腐

食、暴走などに耐えるような安全性を考慮することが必要である。また、ガス漏れ対策と

して換気の良いところを選び、耐爆性能のよい保護装置を使用する。 

 
（１）反応器 
１）反応器は、耐圧限界が使用圧力の 2 倍程度のものを用いる。 
２）本体と蓋の締め付け部分は、パッキンの有無にかかわらず常に清潔に保つ。締め付け

は、片締めにならないよう徐々に力を増していく。 
３）容器内は、目的のガスで十分に置換する。 
４）撹拌方式によっては、回転部分からのガス漏れに注意する。触媒等による配管のつま

りにも十分気を配る。 
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（２）配管および弁類 
１）配管継ぎ手の締め付けは、押し付けの力によるようにする。配管のねじれを起こさな

いように注意する。 
２）高圧弁は可動部分（弁スピンドル）からガスもれを起こしやすいので、注意する。 
３）安全弁は、薄板式とばね式があり危険なときは両者を併用する。 

 
（３）圧力計 
１）常に検査を行い、指示の正確なものを用いる。 
２）ブルドン管式圧力計がよく用いられる。使用ガスによってブルドン管の材質を選ぶ。

また、酸素には「酸素用禁油」と明示したもの以外は使わない。 
３）圧力目盛りの最大値が、使用圧力の 2 倍程度のものを用いる。 

 
４．６ 超伝導磁石 
 核磁気共鳴スペクトル等の発展にともない、身近に超伝導磁石が用いられる。4K
（-269℃）の液体へリウムに浸したニオブ合金のソレノイドコイルに永久電流が流れ（超

伝導状態によって）、強い磁場を生み出している。外部からの刺激はすべてこの超伝導状

態を壊す方向に作用する。一度超伝導状態が破れるとコイルは電気抵抗をもち、蓄えられ

たエネルギーは熱として放出され、冷媒の液体ヘリウムや液体窒素が急激に蒸発する（マ

グネットクエンチ）。このような事態は屋内の酸素濃度が急激に低下するので、非常に危

険である。また、磁石が金属製の器具を引き付けたショックがマグネットクエンチを引き

起こしたりする恐れがある。固定していない金属類を磁石に近付けてはならない。磁気テ

ープ、フロッピーディスクやクレジットカードも磁場の影響で消えてしまう可能性がある。

装置に使用されている液体へリウムや液体窒素は少しずつ気化するが、ガス自体は無害で

ある。地震等で過度のショックが加えられた場合、マグネットクエンチにより液体ヘリウ

ムや液体窒素が気化し部屋を充満する事故（酸欠）が起こる可能性がある。人的災害を防

止するため、酸素濃度計と酸素濃度低下時警報装置が設置されている。緊急時には速やか

に部屋を脱出する。 

 
４．７ 低温装置 
 低温実験では、低温を得る手段として冷凍機を用いる場合と適当な寒剤を用いる場合が

ある。実験室では後者の方が簡単なため、よく使用される。氷と食塩や塩化カルシウムを

混ぜた寒剤は約-20℃くらいで大きな危険はない。-70〜-80℃のドライアイス寒剤、または、

-180〜-200℃の低温液化ガスを用いる場合、使用法を誤ると凍傷や低温障害などの危険性

を伴うので、注意して取り扱う。 
（１）ドライアイス取り扱い上の注意 
 ドライアイスに種々の溶媒を混合すると-80℃の低温が得られる。混合する溶媒のほとん
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どはアセトン、アルコールなどであり引火に対する安全対策が要求される。また、不用意

にドライアイス寒剤で冷却した容器に素手で触れると、皮膚が容器に付着して取れなくな

り凍傷を起こすことがある。寒剤（ドライアイス、液体窒素など）により凍傷を受けたと

きは、患部を 40℃に温めた湯の中に 20〜30 分間浸す。正常の体温に回復しても、その部

分を高く上げ室温で何にもくるまず安静に保つ。湿った衣服は着替えさせる。また、アル

コール飲料を与えることもよい。 

 
（２）低温液化ガス 
１）液化ガスを使用する装置の取り扱いには、熟練が必要であり 2 人以上で実験する。初

心者は必ず経験者の指導の下で一緒に行う。 
２）液化ガスが直接皮膚、口、手足などに触れないように、必ず保護服、防護マスク、保

護眼鏡、皮製手袋などを着用する。 
３）液化ガスを取り扱う実験室は、換気をよくし実験付属品は固定する。 
４）液化ガス容器は、日光が直射しない風通しのよい場所に置く。 
５）液化ガス容器は、丁寧に取り扱う。 
６）液化ガスを密閉容器に入れない。必ず気化ガスの逃げ口をつくり、ガラス綿などで栓

をする。 
７）容器には、パイレックスガラス製あるいはステンレス製のものを使用し、市販のガラ

ス製魔法瓶を使用しない。また、顔を容器真上に近付けない。 
８）液化ガスが皮膚に付着した場合、すぐ水で洗い落とす。また、衣服に染み込んだとき

はすぐに衣服を脱ぐ。 
９）凍傷がひどいときは医療機関を受診する。また、実験者が窒息した場合、直ちに新鮮

な空気のあるところに運び出し、人工呼吸を行い医療機関に搬送する。 
１０）事故により大量の液化ガスが気化したときは、相当する高圧ガスの場合と同様の処

置を取る。 

 
４．８ 遠心機の取り扱い 

通常実験室で使用される遠心機には、容量数 100μℓ のサンプルを処理できる小型のも

のから５ℓ 程度の比較的大量の処理が可能なものまで様々なものがある。また、ローター

の回転数は、１分間に数千回転という比較的低速のものから１０万回転という超高速回転

のものまである。小さな物質を沈降させるには高速で回転させる必要があり、粒子の沈降

速度（u）と粒子の直径（dp）、回転中心から粒子までの距離（r）、回転の角速度（ω）

との間には次のような関係がある。 
                           u ∝ dp2rω2 
 ローターの回転が高速であるので、取り扱いを間違えれば非常に危険である。取り扱い

には特に次のような注意が必要である。 
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１）遠心機は、その荷重に耐えられる水平な場所に備え付ける。 
２）ローターおよび遠心管（サンプルチューブ）は、用いる遠心機に適合したものを用い、

規格外のものを用いない。特に、種々のローターを取り替えて使用できる遠心機を使

用する場合、遠心機の最高回転数とローターが耐えられる回転数とは異なることに注

意する。ローターによって使用可能な回転数の限界が異なり、ローターに刻印されて

いるか、あるいは仕様書に記載されている限界の回転数よりも低速で用いる。 
３）ローターが遠心機に完全に取り付けられていることを確認する。 
４）ローターへの遠心管の装填は、回転中心に対して対称に配置し、サンプルが１つの場

合も必ず対称の位置にダミーのサンプルを装填する。その際、対称の位置にあるサン

プルの重量（遠心管本体の重量を含む）は厳密に同じでなければならないので、正確

に天秤で調節する。 
５）遠心管に入れる試料の量は、遠心管全容量の 70％程度に抑える。回転中に試料が溢れ

出て、サンプルの重量（遠心管本体の重量を含む）が変化すると、ローターのスムー

ズな回転が阻害され危険である。 
６）ローターに蓋のあるものは、その蓋を完全に固定する。 
７）遠心室内部に金属その他の異物が入らないように注意し、回転を開始する前に常に点

検する。 
８）遠心室のドア（蓋）が開いているときには、ローターが回転しないように通常安全装

置が備え付けられているが、その装置を解除してはならない。実験者の誤操作にも注

意する。 
９）ローターの回転中に異常音を聞いたときは、直ちに回転を止めその原因を取り除く。

例えば、異物の除去、遠心管装填のアンバランスの解消などの処置をとる。 
１０）ローターの回転が完全に停止するまで遠心室のドア（蓋）を開けない。 

 
４．９ 高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）の取り扱い 

高圧蒸気滅菌器は、微生物・動植物細胞の培養器および培地の滅菌に多用される。滅菌

操作中は、滅菌器内は高圧の水蒸気で満たされるため、操作を誤れば破裂・火傷などの事

故につながることから、取り扱いには細心の注意が必要である。 
１）通常実験室で使用される蒸気滅菌器の操作温度ならびに圧力は、121℃、2.2 気圧（0.22 

MPa；1.2 kgf/cm2）である。 
２）滅菌缶内、蒸気排気ボトル、ドレントラップに規定量の水が入っていることを確かめ

る。 
３）滅菌缶内に入れる器具・培地などが、滅菌操作中に滅菌缶内で倒れないように慎重に

入れる。小さなものは、ステンレスの篭に入れて缶内に入れると火傷などの取り出す

際の危険も少なくなる。 
４）滅菌缶のドア（蓋）を確実にロックする。 
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５）滅菌操作時間が経過しても、缶内は高温・高圧状態であるので、排気操作により圧力

が 1 気圧（0.1 MPa；1 kgf/cm2）になるまで待ち、さらに、80℃以下になるまで絶対

に滅菌缶のドア（蓋）を開けない。高温・高圧下で開くと、蓋の跳ね返りによる打撲、

蓋の隙間から噴出する蒸気による火傷など、極めて危険である。 
６）缶内から滅菌した器具・培地などを取り出す際には、まだそれらが高温であり、濡れ

ていることに注意し、手袋（軍手）をして操作する。 
７）滅菌缶の蓋を開閉するときは、手・指などを挟まないように注意する。蓋の重みで手・

指などが切断される危険がある。 
８）運転中、運転直後は、缶蓋、アーム、などが高温になっているので絶対に触れない。 

 
４．１０ 生物材料の取り扱い 
 薬品災害とともに生物災害の防止も安全を考える上で重要な因子となってきた。生物災

害の原因となる病原微生物などは肉眼で見ることが難しいことや、組換えＤＮＡ実験の普

及により微生物の取り扱いの教育を十分に受けていない人々までが組換え体を扱う機会

が増えてきたためである。この項では、微生物の取り扱いと組換えＤＮＡについて、注意

すべき点を列挙し解説する。 

 
（１）微生物の取り扱い 
 本研究科・本学部で扱うウイルスや微生物は、病原性を無くしているか全くないものが

多い。しかし、無毒化したウイルスに感染した場合、簡単な抗体検査によっては判断でき

ない場合もある。そういった誤った感染を含め、実験室内で感染して発病するということ

はまず考えられないが、どのような場合であっても周りの環境に菌などをまき散らすなど

ということのないよう注意が必要である。また、滅菌と消毒がバイオハザード対策の最も

基本であるので、どのような場合にどのような消毒法、滅菌法が有効なのかを理解し実践

することを心掛ける。 
１）70％エタノール、逆性石鹸などを常備し、実験台、床、実験器具、また、実験後の手

指などの消毒を励行する。 
２）実験に使用する器具などはディスポーザブルのものを使用し、使用後滅菌し廃棄する。 
３）微生物実験専用（白衣）の作業衣を着用し、一般の作業衣と区別する。必要があれば、

マスクなども利用する。また、微生物実験用作業衣を着用したまま、実験区域外の事

務室、図書室、会議室、講堂、食堂等の公共の場に行かない。 
４）微生物の入った容器は他の容器と区別し、標識を付ける。 
５）実験室での飲食、喫煙、化粧、食料の貯蔵などは行わない。 
６）増殖させた菌体などは、必ずオートクレーブ（高温蒸気滅菌 121 ℃、15 分以上）処

理してから廃棄する。ただし、菌体によっては、オートクレーブによる滅菌に耐えう

る生物もおり、生存状態で放出すればその生態系のバランスを壊すことになる。 
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７）オートクレーブの扉は、必ず内部圧が常圧に戻ってから開ける。またその際にでる蒸

気による火傷にも注意を要する。 

 
（２）組換えＤＮＡ実験について 
 わが国においては、１９７９年に文部省によって大学等における組換えＤＮＡ実験の安

全性確保を目的とした指針が定められた。この中にも、既に述べたように科学の進歩に即

応した柔軟な対応が必要であるという考え方が記されている。指針には、組換えＤＮＡ実

験とは、「ある生細胞内で増殖可能なＤＮＡと異種のＤＮＡとの組換え分子を酵素などを

用いて試験管内で作成し、それを生細胞に移入し、異種のＤＮＡを増殖させる実験」と定

義されている。 
 したがって、異種のＤＮＡの移入が起こらないセルフクローニングや遺伝子除去はこの

指針の対象とはならない。また、移入された生細胞と同じ遺伝子構成をもつ生細胞が自然

界に存在する場合も指針から除外されている。安全性の確保は、生物学的封じ込めと物理

的封じ込めにより二重の安全対策が講じられている。つまり、実験室内の培養装置でのみ

生育できる様な非常に弱い微生物を宿主として利用することにより、万一試験管の外に菌

が漏出してもすぐ死滅するようにして外界の汚染を防ぐのが生物学的封じ込めであって、

実験室や培養、遺伝子組換えを行う場所を外界とフィルターや壁などにより隔離するのが

物理的封じ込めである。 
 物理的封じ込めには physical の頭文字をとってＰを、生物学的封じ込めには biological
の頭文字をとってＢをつけ、さらに数字によってレベルを決める。数字は、大きいほど厳

重な封じ込めを行うことになる。一般には、その封じ込めレベルの和がその評価となり、

その範囲で行える実験が規定される。 
 一般には、ヒトに近いものないしはヒトに感染するものや病原性のあるものは危険度が

高いため、高いレベルの封じ込めが要求される。近年、植物に対する組換えＤＮＡについ

て、はっきりとした指針が示され、それに伴い高レベルの封じ込め規制がやや緩和される

方向にある。 

 
１）一般的な心得 

a) 実験計画書を提出し、承認を受けた上でないと実験は行えない。すなわち、外来遺伝

子を導入による組換え体の作製やそれの増殖実験には承認が必要である。さらに、そ

の申請には実験者（学生を含む）を登録する必要がある。 
b) 実験を始める前に教育訓練を受け、「組換えＤＮＡ実験指針」の内容、特に安全と滅

菌消毒については熟知している必要がある。 
c) 大阪市立大学「組換えＤＮＡ」実験安全管理規程を遵守しなければならない。 
d) Ｐ２レベルの物理的封じ込め下で実験を行う際の注意事項を、「組換えＤＮＡ実験指

針」より抜粋し以下に示す。 
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２）封じ込め設備 
a) 組換え体の処理を行うため、ブレンダー、凍結乾燥機、超音波粉砕装置、遠心分離器

等のエアロゾルが発生しやすい機器を使用するときには、それらを収容する安全キャ

ビネットを設置すること。ただし、エアロゾルが外部に漏れない設計が施されている

機器を使用するときにはこの限りではない。 
b) 安全キャビネットの設置に際しては、定期検査、ＨＥＰＡフィルター（高性能微粒子

除去装置）の交換、ホルムアミドによる燻蒸等が安全キャビネットを移動しないで実

施できるよう配慮すること。 

 
３）実験室の設計 
 実験室は、汚染物および廃棄物の滅菌のための高圧滅菌器を備えた建物内に置く。 

 
４）実験実施要項 

a) 実験中、実験室の窓および扉は閉じておく。 
b) 実験台および安全キャビネットは、毎日実験終了後滅菌すること。また、実験中汚染

が生じた場合には、直ちに消毒する。 
c) 実験に係わる生物に由来するすべての廃棄物は、廃棄前に滅菌する。その他汚染され

た機器は洗浄、再使用の前に滅菌する。 
d) 機械的ピペットを使用する。 
e) 実験室内での飲食、喫煙、食品の保存はしない。 
f) 組換え体を取り扱った後、実験室を出るときは手を洗う。 
g) すべての操作においてエアロゾルの発生を最小限にするよう注意を払う。例えば、熱

した接種用白金耳や接種針を培地中に挿入したり、はねるほど強く炎であぶったり、

ピペットや注射器から液体を強く噴出させる等の行為は避ける。 
h) 汚染した物質等の汚染を実験室以外の場所で除去しようとするときは、堅固で洩れの

ない容器に入れ実験室で密封してから搬出する。 
i) 実験室の昆虫、齧歯類等（ゴキブリ、ネズミなど）を除去する。 
j) 実験室内では、実験用の被服等を着用し退室時にはこれを脱ぐ。 
k) 実施されている実験の性質を知らない者を実験室に入れない。 
l) 実験が進行中の場合には、Ｐ２レベル実験室の表示を実験室の入口に掲げる。また、

組換え体を保管する冷凍庫等にもその旨表示する。 
m) 実験室は常に整理し、清潔に保ち、実験に関係のない物は置かない。 
n) 安全キャビネットのＨＥＰＡフィルターについては、その交換直前および定期検査な

らびに実験内容の変更前に、安全キャビネットを密閉し、10 g/m3のホルムアルデヒド

により燻蒸した後、約１時間放置し汚染を除去する。 
o) 封じ込めレベルがＰ１でよいとされる他の実験を同じ実験室で行う場合、明確に区域
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を設定して注意深く行う。 
p) その他の実験責任者の定める事項を遵守する。 

 
５）組換え体の処分 

組換え体を処分するにあたっては、逆性石鹸（塩化ベンザルコニウム）処理した後、1.5 
気圧（約 126℃）で３０分間以上オートクレーブを用いて滅菌しなければならない。 

 
４．１１ 放射性同位元素(RI)化合物の取り扱い 
 RI 等の取り扱いは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（以下

「防止法」という）」および関連法令によって規制されている。また、防止法に基づき本

学においても「放射線障害予防規定」が定められている。規定により、RI や放射線発生

装置は、許可された場所で許可された種類と量の RI についてのみ取り扱いが可能である。 
 RI の形態には、密封型と非密封型の２種があり、非密封型RIの使用については特に厳

しい制限がある。本学の理学部内には杉本地区の共通の非密封RI 取り扱い室がある。こ

こでは、3H, 14C, 32P, 35S, 36Cl, 125I, 131I などがそれぞれの許可量の範囲内で取り扱い可能であ

る。 

 
（１） 放射線業務従事者 
 放射線発生装置および RI を取り扱う際には、予防規定により放射線業務従事者として

登録する必要がある。そのためには、まず教育訓練を受講し、さらに所定の健康診断を受

けなければならない。教育訓練は 4 月中旬に、健康診断は毎年４月と１０月の２回開催さ

れる。登録が完了すると、個人モニタリング用のガラスバッチが交付される。ガラスバッ

チは、毎月一回交換される。 

 
（２）基本的注意 
 RI の取り扱いについては、教育訓練の際に詳しい説明がある。ここでは重要な点だけ

を述べる。 
１）我々の体の各組織の放射線に対する感受性は均等ではない。すなわち、活発に分裂し

ている細胞や未分化の細胞であるほど放射線に対する感受性が高い。従って造血組織、

眼の水晶体、粘膜、皮膚、精巣などの細胞は感受性が高いので特に被爆を避けるよう

に工夫する。特に、現在妊娠中もしくは将来妊娠する可能性のある女性の場合、胎児

や生殖線への被爆を最小限にするように心掛ける。すなわち、胎児は放射線に対して

特に感受性が高く、放射線による不妊（受精後５日まで）、胎児の奇形化（受精後９

〜６０日まで）が引き起こされる。また現在妊娠中でなくとも女性では卵細胞の増殖

は胚子期に完了するので、注意する。すなわち、卵細胞への放射線の影響は分裂完了

時から受精までの集積線量にかかっているからである。 
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２）密封 RI の場合、放射線に対する防護策は比較的立てやすい。密封 RI からの放射線

はほとんどの場合、γ線など透過性が強いものである。このため、これらの線源と取

扱者との間に適当な遮蔽物をおいて遮蔽する。しかし、壁などに反射した放射線に被

曝することがあるので、取扱場所では多くの地点でモニタリングを行い、適切な遮蔽

を行う。 
３）非密封 RI による被爆は、体外被爆と体内被爆に分けて考える必要がある。後者に対

する対策がより重要である。体内被爆は、体内に摂取された RI による被爆を指す。

したがって、RI の体内摂取の回避が基本である。体内摂取の経路としては消化器、

呼吸器、皮膚などが考えられる。 
a) 経口摂取を避けるため、RI の取扱中の飲食、口で吸引する型のピペットの使用は謹

む。また、RI の使用後は必ず手などを洗浄する。 
b) 呼吸器からの摂取は、気体状またはエアゾル状の RI に限られる。このような状態の

RI を摂取しないよう、RI の取り扱いはフード内で行う。また、自動ピペットから液

を追い出すときに、エアゾルをつくらないように注意する。 
c) 皮膚からの摂取を防ぐために、ゴム手袋を着用する。また、RI が飛沫となって顔に

飛んだり、目に入ったりすることを避けるため防護面の着用も推奨される。 
d) 体内被爆を考える場合、物理的半減期よりも生物的半減期の方が重要である。 

 
 ●生物学的半減期について 

3H, 14C等のRIによる体内被爆においては、その化学形が問題となる。一般に、脂溶性

化合物は吸収されやすい。また、一旦吸収されると脂肪組織などに取り込まれ排泄され

にくい。一方、水溶性物質の場合、アミノ酸、ビタミンなど生体に必要なものは小腸で

吸収されるが、人工的に合成されたものは積極的に吸収されるということはない。ただ

し、トレーサーとしてのRI の利用では、積極的に取り込まれるということを念頭に入

れておくべきである。 
特定の RI は特定の臓器に濃縮される。たとえば、I は甲状腺に、Ca, Sr, Ra, Pu は歯

や骨に、Fe は赤血球に、K, Cs は筋肉に、Th は肝臓にそれぞれ蓄積されやすい。本学

では I を除いてこれらの RI は取り扱い不可能であるが、他機関で取り扱う際には、十

分に注意せねばならない。 
体内に摂取されたRI は、α線などのように高エネルギーではあるが飛程距離の短い

放射線を放射するRI が特に問題となるが、たとえば、1Hや14Ｃのような低エネルーβ線

を放射するRI では元素が転換してしまうことの方が問題となる場合がある。たとえば、

核酸構成成分となっている場合などは転換の影響は大きい。 

 
４）本学のような規模の RI 取り扱い施設においては、急性の放射線障害が発生すること

はまず考えられない。しかし、万一健康診断や個人モニタリングにおいて異常が認めら
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れた場合や、脱毛、皮膚の潰瘍等が発生した場合には直ちに専門の医師の検診を受ける

べきである。 

 
４．１２ その他の防災に関する注意 
 防災に対する考え方は、目的とする実験を円滑に進め、よい結果を引き出すためにも重

要である。実験に際して経験者の意見を聞くなど前もって予備知識をつけるよう心がけな

ければならない。また、実験は最近の科学の進歩と共に多岐にわたり、取り扱いに対する

注意事項も増加している。ここでは化学実験における代表的な注意事項を列記する。 

 
（１）電気冷蔵庫 
１）庫内に可燃混合気をつくらないこと。特に、アルコール、エーテルなどの蒸気圧の高

い可燃性溶媒は爆鳴気を作りやすく、爆発例も多い。これらの溶媒や溶液を庫内で冷

却する場合には必ず密栓容器に入れ、ビーカーのような開口部の面積の広い容器は絶

対使わない。 
２）冷蔵庫は常に密閉されているので、可燃性物質以外でも庫内に入れる化学物質（薬品）

はすべて密封し、庫内はいつも整理するよう心かける。特に、停電の予告があった場

合には、停電期間の長さを考慮した対策が必要となる。 
３）安全のため、防爆型電気冷蔵庫を使用する。 

 
（２）オイルバスと油浴恒温槽 
１）燃えやすい石油系の油は高温用の浴液には使用しない。一般に、引火性の低い植物油

を用いるが、200℃までの加熱用とする。しかし、一度劣化が始まると、加速的に劣

化が進み引火点が下がるので、適宜廃棄する。難燃性の点から推奨できる浴液は、シ

リコン油である。溶融塩浴の利用も考慮する。 
２）早急に所定温度を上げるための初期加熱用電源は、入れ放しにしない。市販夕イムス

イッチを活用するのも一方法である。 
３）浴温と入力電圧の関係をあらかじめ調べておき、必要以上の電力を与えないようにす

る。 
４）浴温制御電流は、浴温の一定性を保つためにもリレー接点を保護するためにも小さく

取る方がよい。浴液容量の関係からあまり小さくできない場合は、接点が融着するこ

とがないよう常時注意する必要がある。 
５）接点機構は電流容量に応じて選ぶ。水銀接点型、バイメタル型等を問わず、通常の温

度制御装置は経路変化を受けて、突然効かなくなることがある。既設温度制御機構を

過信せず、温度ヒューズなどによる安全装置を併用する。 
６）電源は、許容電流を確認する。ビニール被覆電線を発熱体に用いない。 
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（３）真空ポンプ 
１）回転ベルトは切れることがある。また、ベルトがゆるいとスリップしベルトを焼くこ

とがあるので、このような場合、軸間隔を調整してベルトが最適状態になるようにす

る。ベルトは老化するのでこの点にも注意する。 
２）三相モーターを使うときは、結線を間違えないよう注意する。また回転するベルトに

実験着の袖や裾が巻き込まれないよう、ベルトガードを取り付ける。 

 
（４）無人運転、終夜運転 
１）無人運転、終夜運転は可能な限り避ける。もし、やむをえず行う場合、必ず教員に実

施内容の細部にわたって相談した後、許可を得てから行う。 
２）無人運転しても事故に至らぬよう考えておく。 
３）実験で 24 時間以上の加熱が必要な場合、温度制御付きの油浴などを用いる。暴走す

ることを配慮して、少し高めに温度設定した別の温度調節器を接続し、この温度調節

器が働けば主電源が切れるようにする。 
４）無人運転中に停電し、また通電される場合もある。翌朝まで装置は停電の状態でいる

方が安全だから、押しボタンと電磁スイッチを組み込んだ停電スイッチ結線にしてお

く方がよい。 
５）逆流止めのない真空ポンブは、真空系との間に油だめを付ける。 

 
（５）冷却水による洪水と断水 
１）夜間は水圧が上がるので、ゴム管か止め具から抜けたり、ゴム管の先が踊って流しの

外へ逃げたりすることがある。締め具（洗濯機、白動車のラジエーター用などで使わ

れている）を用いて完全に固定する。また、ゴム管は老化する。ヒビだらけのまま使

ってはならない。なるべく赤ゴム管ではなく加圧用（アセチレン用など）ゴム管で配

菅する。 
２）冷却水出口位置に水の受け皿を置き、それをヤジロベエの一端として水がこなくなる

と傾きが変わり電磁弁を作動させ給水を止めるという安全装置は手軽につけられる。 
３）無人運転中に予期せぬ断水があることを考えておく。装置の加熱を防ぐため、あるい

は装置を保護するため圧力型断水リレーを用いて電源が切れるようにする。 

 
（６）可燃、支燃性気体 
１）実験装置、特に気体流通系の破損あるいは連結部のはずれなどによって、水素のよう

な可燃性気体、酸素のような支燃性気体が無人実験中漏れ出す恐れがある。配管材料

はゴムやガラスよりステンレス管がよく、連結部はボルト締めバイトンパツキングが

望ましい。真空用ゴム管は加圧に弱いから注意する。やむを得ずゴム管を使うなら、

加圧用（アセチレン用など）を選ぶ。漏れた気体が可燃性混合気をつくらないように、
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室内空気の流通排気に気を配る。酸素の噴出先に可燃性物質か置かない。 
２）気体漏れは圧力変化として検知されるから、圧力形遮断リレー、電磁弁および停電ス

イッチを付けておくのがよい。 

 
（７）ドラフト 
１）ドラフト内に不要なもの（薬品・器具など）を置かない。爆発事故がもとになっての

火災や混合危険に対しては特に注意する。 
２）ドラフトがよく引いていることを確かめる。 
３）ポリ塩化ビニルシートは遮断材にならない。ガラス板はそのままでは危険である。外

からポリ塩化ビニルシートを張る方法もあるが、遮断材としはアクリル板がよい。 

  
（８）電気・ガス等の使用 
１）ガス器具は周囲に引火性、易燃性、可燃性の物品がないことを確認の上使用する。火

気使用中は、必ず一人は在室し火のそばを離れない。また、換気に注意する。 
２）床などに水漏れを起こすと階下まで漏水する恐れがある。冷却水などはきちんと排水

口に捨てるように注意する。 
３）アースを正しく接続し、濡れた手で電気器具に触れない。電源部分にはごみやほこり

がたまらないように適宜点検する。AC プラグのネジの緩みや、コードの折れ曲がり

部分の損傷などは、ショートや加熱出火の原因となるのでときどき点検する。コード

やテーブルタップの電気容量には常に注意を払い、たこ足配線をしない。 
４）各部屋の最終退出者は、使用していないガス、水道、電気のスイッチを切り部屋の窓

や鍵などを閉める。 

 
（９）防火、地震対策 
１）消火器や消火栓がある場所および使用方法について各自熟知しておく。 
２）ボンベや、転倒しやすい機器類は鎖でしっかりと固定する。 
３）試薬棚には上部に橋を渡し、地震の際に試薬が落下しないようにしておく。 
４）緊急避難路を確保するため、実験室の出入口、廊下、階段、通路には物を置かない。 

 
４．１３ 無機・有機廃液等の処置 
 実験で生じた廃棄物は、自らの責任で適切に処置しなければならない。本学部では、「I-7 
実験廃棄物の安全な管理と処置」に示されている区分ごとの処置法に従って貯蔵後、処理

委託あるいは自ら処理を行っている。 
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