
一般的共通事項 

 

１ はじめに 

 

１．１ 一般的注意 

 新入生の皆さんは、教員の指示や先輩の助言などを参考にして、本学での勉学に一日も

早く慣れることが大切である。工学部では、実験や実習がカリキュラムに組み込まれてお

り、実験や実習を行うにあたって怪我などをしないよう注意が必要である。また、年次が

進むにつれ高度な操作が要求されたり、慣れによる油断が生まれたりするので、いっそう

の注意が必要になる。 

 

１) 試験装置、実験機器、工具および器具などの使用目的と性能を十分に理解し、その操

作方法に早く慣れることが肝要である。同時にそれらの機器類を大切に使用する。 

２) 操作に慣れてくると気が緩み易いので、実験や実習を始める際には、教員からの説明

や注意点などを常に注意深く聞く。説明を理解したうえで、注意点を必ず守る。 

３) やむを得ず実験室や試験室で夜間に作業を行う場合、事前に担当教員に許可を貰い、

必ず２人以上で作業を行う。また、緊急時の対応を想定し、連絡相手・連絡先などを

確認しておく。さらに、自分自身を含めた人と建物の保安に留意する。 

 

1．２ 服装と履物 

 実験や実習においては、行動が容易で、事故が起こった場合に身を守るのに適した服を

着用し、下記の項目に十分留意すること。 

 

１) 金具や鋲をうった履物は避け、滑らない履物を選ぶ。紐のほどけた靴やかかとの踏み

履きは、危険であるので避ける。 

２) 女性もズボンを着用した方がよい。スカートなどを着用する場合、裾が試験装置など

に挟まれないよう工夫する。 

３) 必要な場合には、安全靴、手袋、へルメット、フェースガード、安全眼鏡、防塵マス

クなどを着用する。 

 

1．３ 姿勢 

１) どっしり腰を構え、背筋を伸ばし、作業に合った姿勢で実験・実習に取り組む。 

２) 椅子に座る場合、机にまっすぐに向かい、深く腰を掛け、自然な姿勢で作業を続ける

ように心掛ける。また、なるべく深く腰をおろし、床に平に足底がつくように椅子の

高さを調節する。 

３) 長時間同じ姿勢を続けると、特定の筋肉が緊張・収縮を続け「静的疲労」が起こる。

この静的疲労を解消するには、ラジオ体操のような軽い動作を行うとよい。長時間作

業の場合、適宜、休憩をはさむ必要がある。 
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1．４ 整理・整頓・清掃・清潔 

 安全の基本は、整理・整頓・清掃・清潔といわれている。整理・整頓により容易に作業

空間や装置・器具の状況を把握でき、的確に作業を行うことができる。また、清掃・清潔

は、次の作業者に対する礼儀であり、作業をスムーズ且つ安全に行うための必須要件であ

る。 

 

（１）机上の整理 

１）実験器具や事務用品などは、すぐ使えるように、常に場所を定めて整理しておく。 

２）席を離れるときは、必ず、椅子を机やテーブルの下へ入れておく。 

３）机の上は、広く使えるように常に整理する。 

４）机の引き出しの中も、整理整頓につとめ、私物を入れないようにする。 

 

（２）器具の置き方 

１) 器具は、場所を定めて、適切な位置に置く。 

２) 使用する物品は、引っかけて落下などさせないために、一端または一辺を揃え、通路

に対しては通路の反対側に揃えて置く。 

３) 高い棚、書架類、ガラス張りの棚などは、転倒を防ぐため必ず壁際に設置する。必ず、

耐震用の転倒防止策を施す。 

４) 安全のため、棚や机から、書類や物品がはみださないようにする。 

５) 人の作業や通行、器具の運搬などのために、通路などの空間は十分に確保するように

工夫する。 

 

（３）通路の整理 

１) 障害物となるため、通路には物品を置かない。 

２) 通路、出入口、非常口、階段および消火器、消火栓、電話端未付近には物品を置かな

い。 

３) 通路付近には、破損しやすい物品や危険物を置かない。 

 

（４）清掃 

１) 適宜、整理・整頓・清掃に努める。 

２) 週単位や月単位の一定の期間ごとに、整理・整頓の状態を点検し、必要に応じて大掃

除を行う。 
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１．５ 試験装置や実験機器の取り扱い 

１) 試験装置や実験機器などを使用する場合、装置や機器について、取扱説明書・カタロ

グなどにより、原理および操作法についての十分な知識を得ておく。 

２) 操作方法に疑問な点や不明な事柄がある場合、疑問点を持ったままで実験や実習を続

けるのではなく、教員や先輩に尋ねる。独断や早合点は怪我のもととなる。操作方法

の理解を深めながら技術を修得しなければならない。 

３) 装置や機器の調子が悪い時には、速やかに使用を中止し、教職員に連絡する。その際、

状況をできるだけ正確に報告する。 

４) 機器を移動させて使用した場合、使用後は必ず元の場所に戻す。また、使用前の状態

に保つよう、整理・整頓を心がける。 

５) 使用する装置や機器に応じて注意点はそれぞれ異なるので、臨機応変に対応する。例

えば回転を伴う工作機器、ボール盤および旋盤等を使用する場合、軍手を着用してい

ると機器に巻き込まれることがあるので着用を避ける。 

６) 工具は操作方法を十分弁えて使用する。例えばヤスリであっても切削工具であり、誤

った取り扱いは怪我のもととなる。 

 

１．６ 断水と停電 

１) 断水や停電は、その日時が事前に通告される。万が一実験中や測定中に予想外の断水

や停電が起こる場合もあるので、水道や電気が突然止まった場合を想定した処置を教

員などに確認しておく。 

２) 試験機器・測定機器の稼働、制御、データ収集はコンピューターを使う場合が多い。

突然の停電により動作が停止したり、データが失われたりすることがあるので、その

対策も考慮しておく必要がある。 
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２ 火災予防および消火と避難 

 

２．１ 防火の必要性  

 火災は、大切な実験用の機材や建物に取り返しのつかない大損害をもたらすのみならず、

人身事故にもつながる危険性をもっている。火災を引き起こす原因は、火気のような高温

の発熱物や都市ガスのような燃料の不注意な取り扱いや、実験に用いる可燃性物質や機器

の不適切な取り扱いなどである。したがって、実験室内の熱源や可燃性物質に配慮するの

みならず、実験用の機器についても安全で正しい扱い方を修得し、絶対に火災を引き起こ

さないよう注意する必要がある。 

                                         

２．２ 火災の三要素 

 火災は、空気（酸素）と熱と可燃物が接触した状態で共存するときに生じる。そこで、

これらの要素を火災発生の三要素として留意する。通常、実験室では、空気中に酸素が十

分に存在している。熱源と可燃物の二要素を近づけるだけで、図に示すような三要素から

構成される“火の三角形”が形成され、火災発生の条

件を満たす。一方、“火の三角形”の一辺を取り除け

ば、火災の発生が防止できる。なお、最近は燃焼継続

の要素として連鎖反応を追加した四要素説（燃焼の正

四面体として図示される、本項では省略）にもとづい

た火災予防の必要性が強調されるようになっている。 

  図 “火の三角形” 

 

 

２．３ 火災予防の心得 

 火災を予防するためには、以下の心得を厳守する。 

 

１) “火気厳禁”の表示がある場所では、絶対に火気を使用しない。 

２) 火気を使う器具や高温の熱源は、使用前に必ず破損やガラスの傷の有無を点検し、不

燃性の台の上に置いて使用する。 

３) 引火性、発火性、爆発性の危険物を実験室に持ち込む場合、法律などに定められた数

量を超えてはならない。 

４) 実験室の危険物は、熱源から離して使用や保管を行い、常に整理しておく。 

５) 可燃性の溶剤は、必要な量のみを“小出し”にして使用する。これは事故の拡大を防

ぎ、避難を容易にする処置である。 

６) スイッチ・ヒューズ・電気コードは、十分な容量の規格品を使用する。また、電気の

配線は、タコ足状態や床へ垂れ下がった状態にしてはならない。 

７) ゴム管やポリ塩化ビニール管は、折り曲げても亀裂の入らない安全なものを使用する。
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配管には脱落や、電気コードとの接触がないようにする。 

８) 未知の点が多くて危険を伴うと予想される実験は、絶対に一人で行ってはならない。

また、夜間の実験はできるだけ避ける。 

９) 火災や爆発の可能性がある箇所に気づいた際は、直ちに教員や工学部事務室・理系守

衛室へ連絡する。可能な場合、初期消火や安全な応急措置をとる。 

10）実験室から退出するときは、火気や電源の後始末、消灯、冷暖房の停止、戸締まりな

どを必ず確認する。 

11）消火器、消火栓および配電盤等の設置場所には、操作の邪魔になる物品を絶対に置い

てはならない。 

12）喫煙するときは、屋外の喫煙指定場所で行う。喫煙後には吸殻の火を完全に消した後、

灰にも火の気のないことを確かめる。 

 

２．４ 火災報知器と消火器 

 火災発生時に有効な消火活動を行うため、実験室周辺の火災報知器および消火器の設置

場所を確認し、消火器の使用方法を修得しておく必要がある。 

 

１) 火災報知器は、そのボタンを押した時、もしくはその感知器が火災を検出した時、ベ

ルが鳴り響き、同時に消火栓のポンプが始動する。さらに、発火場所が守衛室や事務

室の表示盤に表示される。 

２) 廊下等に設置されている小型消火器には、普通火災用（Ａ）、油火災用（Ｂ）および

電気火災用（Ｃ）という“使用区分”がある。必ず燃焼物に適した使用区分の消火器

を選んで使わなければならない。さらに、小型消火器の種類には、炭酸ガス消火器（Ｂ、

Ｃ）、粉末消火器（Ａ、Ｂ、Ｃ）および泡消火器（Ａ、Ｂ）などがある。火災の大き

さの程度に応じて、それぞれ“初期火災のみ”、“初期から大火災”および“大火災

のみ”というように使い分けて使用する。 

 

２．５ 火災が発生したときの処置 

 実験室で火災を引き起こしたり、もしくは近くで火災が発生したりしたときは、以下の

行動が実行できるように、日頃から訓練しておく。しかし、どんな場合においても、人命

を第一として無理をせずに避難する。 

 

１) まず、火災の発生状況を確認し、近くの人達に“火事だ！”と大声で知らせる。次に、

状況に応じて、火災報知器のボタンを押すか（報知器のベルが鳴り、消火栓ポンプが

始動し、発火場所が守衛室と事務室に表示される）、守衛室や事務室へ火災の場所と

状況を連絡する。場合によっては、火災の発生した建物の所在地と名称および状況を

消防署（１１９番）に電話で連絡する。 

２) 適切な消火器を用いて、あわてずに初期消火を行う（適切な消火剤を使えば、初期消
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火は容易である）。ただし、ガスが発生し天井が燃え始めたら、すべての行動を放棄

して速やかに安全な場所に避難する。 

３) 燃焼が継続する連鎖反応による火災の消火には、ハロゲン化物消火剤などを使用する

必要がある。 

４) ガスの元栓を閉じ、火元からできるだけ離れた位置で電源を切る。火元周辺の燃え易

い物を素早く除去する。 

５) 被服に着火した場合、手やあり合わせの物で“もみ消す”。可能であれば水を被り、

難しければ廊下や床に転げて“もみ消す”。 

６) 可燃性ガスのボンベが噴出して発火した場合、消火せず火元から離れる。可能であれ

ば、周囲の可燃物を除去して延焼を防止する。 

７) 有毒ガスが発生する可能性のある場合、防毒具を着用して消火する。 

８) ドラフト内での火災は、換気を停止して消火する。しかし、煙や有毒ガスの発生およ

び爆発性の物質がある場合、換気を続けて消火する。そのときの状況に応じた処置が

必要である。 

９) 建物の廊下の防火扉を閉めるとき、大声を出して通知する。扉の内側に閉じ込められ

た場合、防火扉のドアを開いて逃げる。 

 

２．６ 爆発が起こったときの処置 

１) 負傷者の有無を調べ、まず負傷者を救護する。 

２) 引き続き爆発する恐れのあるときは、速やかに避難する。ただし、爆発した装置を直

ちに安全な状態にする対策が必要な場合、最低限の人員を残す。 

３) 爆風による事故や飛散物による二次的事故を防ぐため、爆発した装置周辺の安全を確

保する。 

４) 爆発によって火災が発生したときは、「２．５ 火災が発生したときの処置」に従っ

て対応する。また、事後速やかに守衛室や工学研究科・工学部事務室に連絡を入れる。 

 

２．７ 夜間に発生した火災の処置 

夜間の火災に対しても、昼間と同じように「２．５ 火災が発生した時の処置」に従っ

て消火活動を行う。しかし、昼間ほど多くの協力者は得られないことや暗くて周囲が見え

にくいことを忘れてはならない。火災が発生したときには、直ちに火災報知器のボタンを

押し、守衛室へ発生場所と状況を電話連絡する。この行動が昼間の火災以上に重要である。 
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２．８ 避難 

 実験装置や資料がいかに貴重であっても、人命に勝るものはない。種々の消火対策を試

みても、常に初期消火できるとは限らない。初期消火が手に負えなくなったときには、冷

静に避難（退出）しなければならない。なお、火災に関連した設備については後述の「Ⅰ

-９ 建築防災設備（P36-41）」も参照すること。  

 

１) 天井が燃え始めたり、ガスが発生したり、再爆発や二次的事故の危険が生じた場合、

速やかに安全な場所へ避難する。 

２) 避難（退出）する際は、ガスの元栓や電源を止め、危険物を除去するなどの処置およ

び他人の不在を十分に確認する。その後、出入口の扉を閉める。 

３) 廊下での避難方向は、煙の流れをみて風上へ逃げる。煙が多い場合、手拭いやハンカ

チなどを口にあて、姿勢を出来るだけ低くして避難する。 

４) エレベーターは使用してはならない。運転が停止して閉じ込められること防ぐ処置で

ある。 

５) 階段は、煙の通路になることが多く、避難経路としては危険が多いことを留意する。

日頃から建物の構造や非常口などを調べて避難経路を考えておく。   

６) バルコニーは、一時的な避難場所や避難経路に利用できる。  

７) 屋上は、比較的安全な避難場所である。しかし、屋上出口は鍵が掛けてあるので注意

する。 

８) 非常階段や非常梯子などが使えないときは、窓を開けて大声で救助を求める。 

９) 廊下の防火扉やシャッターを封鎖するときは、必ず他の人に周知する。閉じ込められ

た場合、防火扉は強く押すか引けば開閉できる。 
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３ 地震対策 

 

３．１ 地震に備えて 

 地震に対する防災体制が整えられている。学生は教職員の指示・誘導に従って行動する。

また、二次火災なども含めた総合的な防災教育・訓練が年一回行われている。さらに、以

下のような点検・整備も定期的に行われている。「天災は、忘れた頃にやって来る」とは

寺田寅彦の名言である。天災と人災とを混同させないような心構えが大切である。 

 

１) 建物やブロック塀の倒壊や、看板などの落下する危険性はないか。 

２) 危険物は正しく保管・保持されているか。 

３) 非常作業用の資材や機材、救急薬品、非常用食品や生活用品などは揃えてあるか。 

４) 消火設備や避難設備は、いつも有効に使用できるように点検、維持されているか。 

５) ボンベや爆発その他の危険性のある実験装置類・家具類（本箱を含む）は、転倒や水

平移動を防ぐため、壁や床に十分な強度で固定されているか。また、配管や配線も、

はずれないように固定されているか。 

 

３．２ 地震が発生したときの行動 

 地震を感じた場合、第一に地震の大きさ、強さを判断して影響の程度を勘案して対処す

る。緊急地震速報や「安否確認システム」からのメール（注）などの地震情報を入手した

場合、速やかに安全な場所に移動する。 

 

（注）本学では平成 26 年度から「安否確認システム」が導入されている。必ずスマート

フォンや携帯電話等で、緊急時でも受け取れるメールアドレスを事前登録すること。 

 

（１）グラッときたら火の始末 

 強い地震が起こったときは、まず、身の安全を確保する。揺れが収まった後、「火を消

せ！」と声を掛け合い、できる限り装置類の運転を停止または停止する準備を手早く行う。

また、可能な限り実験などは中止する。屋内の火を消す、可燃性ガスのボンベを閉めるな

どの措置をとって、出火や危険なガスが流出しないようにする。 
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大阪市立大学「安否確認システム」の概要 

 

 

 

 

（２）身体を安全な場所に 

 身体を安全な場所に寄せる。危険を伴う作業は中断し、素早くその作業スペースから離

れる。特に地震が大きいと感じたとき、身体の安全を第一に考えて行動する。建物の中、

特に鉄筋コンクリートの建築物の中にいるときは、落下物や危険物のない広いスペースを

探し移動するか、机などの下に身を寄せる。スチール家具や本箱などは倒れることがある

ので身を寄せてはいけない。また、ガラス窓の近くではガラスが割れる可能性があるため

注意する。プラスチックタイル張りの部屋では、重量物が横滑りすることがあるので、壁

との間に挟まれないように気を付ける。 

 

（３）１分過ぎたらひと安心 

 大きな地震でも、主要動（初期微動に続いて起こる振動）が始まって１分間以上経過す

れば、それ以上地震動が強くなることはまずない。1995年の阪神・淡路大震災の場合、強

い揺れは 20〜30秒間であったと報告されている。しかし、大きな地震の後は余震が続き、

被害を受けた建物や設備は、それほど強くない余震でも大きく損壊する可能性があるので

注意する。ラジオやテレビ、インターネット、携帯電話などで的確な情報を得て行動する

ことが肝要である。決して誤った不適切な情報（デマ）に惑わされたり、広めたりするこ

とのないようにする。 

各学生の安否情報の

回答を集計し工学部

事務に配信 
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（４）火が出たらすばやく消火 

 地震に伴う火災が被害を大きく広げる。地震による火災の場合、学内外ともに各所で火

災が多発する可能性があり、１ヶ所に消火力を集中することができなくなる。できる限り

周囲の人員で、初期消火に努めることが大切である。 

 

（５）あわてて外へ飛び出すな 

 直ぐに建物が損壊しない限り建物内にとどまって、あわてて飛び出さない方がよい。あ

わてて飛び出すと窓ガラスの破片が落ちてきたり、ブロック塀が倒れてきたり、地震動に

よって生じた段差などで転んだり踏み外したりして、怪我をすることがあるので十分に気

を付ける。建物内の火災が大きくなった場合、外部に避難しなければならない。やむを得

ず外へ出る場合、ヘルメットや厚手の服や手袋などを着用した方がよい。各人が冷静に行

動し、互いに助け合うことによって怪我や出火に伴う被害をかなり軽減できる。 

 

３．３ 阪神・淡路大震災の体験にもとづく指摘事項 

 非常に大きな自然災害の結果、同時に多数の人的・物的損害が発生する。このような状

況は、すべてが十分に想定できるものではない。したがって、大震災の体験や体験談は、

事故あるいは災害が同時に発生する場合や予想外の二次的あるいは三次的な災害も起こ

る場合への教訓となる。以下に、それらの教訓のうち主な点を示す。 

 

（１）災害への対策 

１) 設備・装置などの定期点検（例えば年２回）の確実な実施 

２) 本マニュアルに従った二次災害の拡大防止 

３) 本マニュアルに従った安全教育の実施 

 

（２）災害時の対応と処置 

 大きな地震は、頻繁に起こるものではないが、体験にもとづく対応として次のような点

があげられる。災害が複合化した場合の対策をあらかじめ考慮しておく。 

１) 必要に応じて、本書の該当部分を見やすい場所に常時掲示する。 

２) 発生時の処置、例えば通報、初期対策、避難、連絡方法、連絡網などを二通り以上つ

くる。また、各段階での対応を常に確認する。実際の運用にあたってそれらを整備し、

必要に応じて更新する。 

 

（３）事故・災害の種類別のマニュアル化 

 本マニュアルは、教育・研究体制にもとづき構成された内容を記述されているが、爆発、

火災、高圧事故、酸欠事故、機械事故、レーザー事故、工作・工具事故、薬品災害、微生

物災害など種類別の対策マニュアルも必要である。 
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３．４ 地震の大きさの基準 

 実験中あるいは実習中に地震が起こった場合、危険防止のための判断ならびに処置が、

その場にいる当事者に求められる。しかし、その場に人が不在の場合、発表される地震の

強度に頼ることになるので、気象庁の震度の分類を次表に示す。なお、先述の「安否確認

システム」から気象庁発表の震度情報を入手することができる。 

 

 

表  気象庁の震度階級 

* 気象庁の解説には、本表の人間への影響以外に、屋内の状況、屋外の状況、木造建物、鉄筋コン

クリート建物、ライフライン、地盤・斜面についても記述されている。 
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４ 健康管理 

 

４．１ 健康管理 

 健康は、学生にとって最も大切なことはいうまでもない。無理をしないよう気を付け、

万一病気になったときは早期に診断を受ける。軽いうちに直すことが肝要である。 

 

４．２ 健康診断 

 健康を守り、病気を早期に発見するために、健康診断が義務づけられている。本学では、

毎年４月の定期健康診断、また、必要に応じて特別健康診断を実施している。学生は必ず

これらを受診しなければならない。 

 

４．３ 健康の自己管理 

 疲労には、「肉体疲労」と「精神（心理的）疲労」とがある。疲労を早く取り除くため

には、次のような努力が必要と言われている。 

 

１) 規則正しい生活をすること。 

２) 睡眠を十分とり、休養をすること。 

３) 栄養のバランスの取れた食事をすること。 

４) 自分に適した運動をすること。 

５) 気分転換を考え、健全な趣味をもつこと。 

６) 必要ならば、「保健管理センター」の健康相談やカウンセリングを利用すること。 

 

４．４ 体調のチェック 

 実験・研究にあたっては、当日の体調を自己チェックする。 

 

１) 疲労、便秘などによる不調は、実験・研究をする上で直接危険となる要因ではないが、

それらによって注意力や集中力が散漫になり、結果として危険な状態を招くことにな

る。睡眠不足や過労、深酒の翌日などには注意力や集中力の必要な実験・研究は避け

た方がよい。 

２) 実験・研究中にめまい、頭痛、悪寒などを感じる場合には、直ちに、実験・研究を中

止して付き添いを付けて安静にする。めまいなどがそれでも強くなれば、病院へ直行

する。 

 



一般的共通事項 

 

５ 怪我の応急処置 

 

５．１ 救急患者の処置 

（１）障害事故時の対応 

 事故が起こったときは、慌てずにその場の状況を的確に判断し、応急手当などを行う。

その後、保健管理センター＜TEL.06-6605-2108、(内線の場合)2108＞に連絡し、センター

に急行するか、医療機関への搬送を行うかを判断する。重傷の場合、手近な電話で救急車

を呼ぶ＜TEL.(研究室の電話を使用する場合、外線発信 0) 119番、公衆電話では赤ボタン

を押してから 119番、携帯電話など＞。その場に教職員がいる場合、教職員の指示に従う。 

 授業中の事故については、「学生の傷害事故にともなう療養等の一部補助に関する規

定」が適用される。その際は、保健管理センターに申し入れる。（註） 

 

保健管理センター 

または 

医療機関 

➊ 授業中（実験・実習等を含む）に障害事故が発生した場合は、担当教員にその旨を報告する。 

➋ 保健管理センター（Tel 06-6605-2108、内線 2108）に連絡し、指示を受ける。緊急時は、 

直接医療機関を受診し、治療する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

➌ 受診した医療機関の診察代や院外処方の薬代は、立て替え払いを行い、 

領収書及び明細書をもらっておく。後日、保健管理センターの指示に従い所定の手続きを行う。 

事故発生 学 生 受 診 

担当教員 

連絡 ➋ ➊ 

 
 

 工学部・工学研究科においては、実験・実習の履修にあたり保険の加入が義務付けられ

ている。保険の制度として例えば、「学生教育研究災害傷害保険」があり、毎年４月に募

集が行われる。 
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（註）保健管理センターより学生へのお知らせ 

学生のみなさんへ 

授業中に障害事故が発生し、病院で受診した場合 
 
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※大学の補助は、保険診療の自己負担 3 割のうち、指定医療機関での医療費と院外の薬局での薬

代の合計額が 3 万円を限度とします。 
 
 

 

①印鑑                

②口座の分かる通帳など（本人名義）  

③支払い時の明細と領収証（押印のあるもの、レシートは不可） 

申請は当月の月末締め、翌々月 10 日に申請された口座に入金されます。 

 
 
 

大阪市立大学 保健管理センター 
Tel 06-6605-2108  

病院での支払い 

指定医療機関で受診したとき、病院での支払いは直接大学で行いますので、医療費を支

払う必要はありません。ただし、保険診療の自己負担 3 割のうち、3万円を超える分は自

己負担となります。 

 また、指定医療機関以外で受診したときは、医療費を立て替えて支払う必要があります。

後日、保険診療の自己負担 3割のうち、3 万円を限度として大学が補助を行います。 

薬局での支払い 

 指定医療機関で診察時に発行された院外処方（病院で処方せんをもらい、病院外の薬局

で薬を受け取る）により薬局で支払った保険診療の自己負担については、本人が立て替え

払いで支払っていただく必要があります。支払いの際、明細書と領収証（レシートは不可）

を必ずもらってください。 

 大学の保健管理センターで手続きを行うと、後日、本人の銀行口座に立て替え支払い分

が入金されます。ただし、指定医療機関での診察料が 3 万円を超える場合は、薬局で支払

った自己負担分の返金はできません。 

※装具等、自己負担が 10割のものは対象外です。 
※内容により、授業中の障害事故として支払いが認められない場合がありますので、あらかじめご
了承ください。 

振込のために必要です 

 申請の際に必要なもの 
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（２）救急患者に対する応急手当 

１) 事故者を寝かせる。おう吐があるときは顔を横に向け、気管がおう吐物で詰まらない

ように気道を確保するよう注意する。 

２) 呼吸が止まっているときは胸骨圧迫を行い、ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を案内の指

示に従い使用する。 

３) 事故者をむやみに動かさない。体は保温する（暑からず寒からずの状態）よう注意す

る。 

４) 意識不明の事故者に水などの飲料を飲ませない。気管が詰まる危険がある。 

５) 負傷が大きい場合、心身共に落ちつかせることが大切で、安心させ、静かにさせる。

「心配ありませんよ。」の一言が役に立つ。見物人は遠ざける。 

６) 出血、火傷、骨折などの症状を見落とさないように調べる。大出血、呼吸停止、中毒

は特に早急な処置が必要である。 

７) 火傷や外傷などにより、衣服類を除去する必要があるときは、無理に脱がせることな

く、切りとる方が良い場合がある。 

（３）医者や救急車を呼ぶときの注意 

 医師や救急車を呼んだ場合、以下を説明し、指示に従う。人数に余裕があれば、救急車 

を誘導する。 

 （a）事故者の居る場所、道順、目標、人数 

 （b）事故の種類、原因、程度 

 （c）現場における応急手当の状況 

  

５．２ 人工呼吸 

 感電や打撲、酸欠などによって呼吸が停止した場合、３分以内に呼吸を再開しないと蘇

生後に後遺症を残し、６分以上経てば、心臓も停止し蘇生が困難になる。したがって、こ

のような呼吸停止の事故者が発生した場合には、近くにいる者が速やかに人工呼吸を行い、

医師あるいは救急車の到着を待つ必要がある。人工呼吸の手順を次に示す。 

 

（１）気道の確保 

 意識のない場合は、舌が後方へ沈下して気道が閉ざされることが多い。気道を開いて空

気の通路を確保することは極めて大切である。まず、事故者を仰向けにし、口の中に異物

や吐物があればふきとる。頭をできるだけ後ろに曲げると気道は開く。そのためには、片

手を額にあてて頭を後ろに反らせる。他方の手を首に当てて、事故者の下顎を強く引き上

げるようにする（P22,図 5-1参照）。 
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（２）人工呼吸 

 人工呼吸は、次のいずれかの方法をその場の状況に応じて行う。 

［口→口法］ 

 口から吹き込む。事故者の鼻を片手で閉じる。事故者の口と鼻をハンカチで覆っても効

果は変わらない。他の要領は口→鼻法と同じである。しかし、口が固く閉ざされている場

合は使用できない。 

 

［胸拡法］ 

 事故者の上半身を立て、実施者は背後から片膝立ての姿勢で膝を事故者の背中に当て、

両手を胸に当て胸部が十分広がるように後ろに反らせる。次いで、胸部が縮小するように

上体を前にまげる。この動作を毎分 12〜15回くらい繰り返す。 

 

［用手法］ 

 仰向けに寝かせて、事故者の両腕を水平になるまで上げ空気を吸い込ませる。次いで、

静かにその腕を胸に戻し、胸を圧迫して空気を押し出す。回数は、毎分 10〜12 回くらい

でよい。 

 

５．３ 胸骨圧迫法（心臓マッサージ） 

 急に意識がなくなり、呼吸停止またはあえぐような呼吸になり、けいれんが起こり、脈

拍が触れず瞳孔が大きく開き、心臓の脈拍停止が疑われたとき、人工呼吸とともに心臓マ

ッサージを直ちに行う。３～４分以内に開始すれば救命の可能性がある。 

 

１) 事故者を床上か硬い板の上に移す。ベッドなら背の下に板を入れる。 

２) 事故者の胸の中央、胸骨下端より約３cm上の所に、両手を重ねて置く。なお、胸骨下

端の剣状突起は避ける。 

３) 肘は曲げず、伸ばした状態で垂直に体重をかけ、胸骨が４～５cm陥没するぐらい圧迫

する。ただし、胸骨が折れない程度の力とする。 

４) １分間に１００回以上、５㎝以上沈む強さで胸部を圧迫し、力を抜いて元の高さに戻

す。 

５) 一人で心臓マッサージと人工呼吸を行わなければならないときは、胸骨圧迫３０回に

対し、人工呼吸２回を繰り返す。ただし、トレーニングを受けていない場合、人工呼

吸は省略できる(２０１０年応急処置のガイドライン参照)。 

６) 心臓マッサージの効果は、唇や皮膚にやや紅みを帯び、瞳孔が小さくなることでわか

る。心拍が回復し始めると、頚動脈に弱いながら拍動が見られるようになる。救急隊

が到着するまで、もしくは、事故者が一人で規則的に呼吸できるようになるまで継続

する（P23, 図 5-2参照）。 
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５．４ 大出血のときの処置 

（１）主幹動脈が破れたとき 

 指で傷口より心臓に近い部位を直ちに圧迫し、止血帯を掛ける。傷口は心臓より高くし

て圧迫すると止まりやすい。止血法は図 5-3（P23）を参照のこと。注意すべきことは、傷

面の手当の際、例えば傷の中の衣服片、ガラス、刃物などを不注意に取り去ると、激しい

出血を起こすことがあるので触らないようにする。出血は、雑菌を流し出す作用もあるの

で、止血に専念しすぎて菌を傷に入れることのないよう注意することも肝要である。傷に

は必ずガーゼを使い、脱脂綿などは傷に付着するので使ってはならない。また、直接、絆

創膏は貼らない。ガーゼがないときは、洗ったハンカチなどを一時的に使用することもや

むを得ない。 

 

（２）止血法 

 指圧迫法：傷に触れることなく、心臓に近い動脈を圧迫する。普段から止血点を具体的

に覚えておく。 

 

［傷の位置］              ［止血点］ 

● ひたい・こめかみ  耳の中央部の前 0.4～0.5 cmの点。 

● 後頭    耳部の中央部の後ろ 0.8～1.0 cmの点。 

● 顔面下部（顎）  下顎の角から前方に約 1.0 cmの点。 

● 首の上部   鎖骨の中央部で顎の方に約 1.2～1.5 cmの点。 

● 腋（わき）下 鎖骨の上方でその中央よりやや内側のところで第一肋

骨に向かって強く抑える。 

● 上腕 上腕の内側（力コブのできる内側）を骨に向かって強

く圧迫する。 

● 前腕    肘内側の中央部を押さえる。 

● 指    指の付け根に近いところを両側から押さえる。 

● 大腿    内股の中央部のやや上。 

● 下腿    膝関節の背面の中央部。 

● 足指    足指の付け根の両側。              

 

 止血帯による止血法は主に大腿部、上腕部に用いる。指圧迫法により長時間止血するこ

とは困難なので、病院に送るときは指圧迫法を用いながら止血帯（手拭、太いゴム管、三

角巾など）をかける。 

 

＜止血帯を用いるときの注意＞ 

１) 止血帯を直接、傷に触れさせてはならない。 

２) 止血帯の布幅は 1 cm以上にする。 



一般的共通事項 

 

３) 止血帯の締め方が弱いと静脈のみを止め、動脈を止血できないでうっ血状態になり、

かえって出血を増すので末端の脈が消失する程度に締める。 

４) 止血帯を掛けたときは、それを覆い隠すような処置はしない。止血帯をかけた時間を

書き込んだ荷札のようなものを付けて必ず医師に報告する。 

５) 20分に 1分程度の間隔で止血帯をゆるめ細胞死を防ぐ。このとき、傷口に十分な消毒

ガーゼをあてておく。 

 

５．５ 頭部損傷 

 軽い脳震盪は、安静にしておけば普通、数秒から数分で治癒するものである。脳挫傷、

脳圧迫症などは絶対安静を要する。一般に、水平側臥位（横向き）に寝かせ、頭を冷やし、

脳外科医の指示を受ける。やむを得ず輸送するときは、必ず担架を使用し歩かせてはなら

ない。傷を伴う場合は、傷内部に触らないように消毒用ガーゼで軽く傷を覆うようにする。

意識回復後、再度、頭痛、吐き気、めまいなどを訴えた場合は要注意で、直ちに医師の診

断をあおぐ。 

 

５．６ 火傷の処置 

（１）軽症 

 火傷面積が身体の 1/5以下のとき、冷水や氷水による冷却が有効である。少なくとも 30

分以上冷却する。冷水につけるか、清潔な冷たいタオルで火傷部位を冷やす。 

 

（２）重症 

 火傷面に付着した衣類は、その周辺で切り抜き医師の処置を待つ。火傷面を消毒ガーゼ

で保護するとよい。広範囲火傷の事故者は、ショック状態におちいるので清潔なシーツや

タオルで火傷面を覆い、シーツや毛布でそっとくるみ保温し病院に急送する。体面積の 1/3

以上の火傷は大変危険である。重症の場合、直ちに救急車を呼ぶ。 

 

（３）衣類に火がついたとき 

 すぐ横に寝かせて毛布などで火をもみ消す。自分の衣類に火が着いたときは、寝ころん

で火をもみ消しながら大声で人を呼ぶ。驚いて走り回ってはいけない。 

 



一般的共通事項 

 

５．７ 骨折・脱臼・捻挫 

（１）骨折 

 患部が動かぬよう、副木などで骨折部位と上下関節を固定し（患部と副木の間には痛く

ないよう綿布などをあてる）医師の処置を受ける。元に戻そうとしたり、動かそうとしな

い。外傷がある場合は、骨折部を動かさないよう注意して傷の手当をする。事故者を運ぶ

ときは、骨折部が動かないよう細心の注意を払う。肋骨骨折の場合は、呼吸時に痛みが大

きいので布団にもたれかけさせるなどの座位をとる方が楽である。胸に穴が開いていると

きは、清潔なガーゼで蓋をする。脊椎、骨盤のときは、布製の担架より板の上に寝かせる

方がよいが安易に動かしてはいけない。 鎖骨の場合は、三角巾で前腕を首につるし、別

の三角巾で上腕と胸を固定する。 

 

（２）捻挫・脱臼 

 冷湿布をし、副木、弾力包帯などで患部を固定する。患部が腫れてくる場合は、原則と

して医師にかかること。脱臼の場合は、専門医の治療が必要である。 

 

５．８ 感電 

 スイッチや電源を切って直ちに電気を止める。止められないときは、救助者が感電しな

いよう乾いた棒、布、ゴムの手袋などの絶縁物を用いて患者を感電源から離す。呼吸停止

あるいは呼吸が浅いときは、人工呼吸をしながら救急車を呼ぶ。 傷の処置は、火傷のと

きと同じで保温安静にする。 

 

５．９ 水におぼれたとき 

 少量の水を飲んでいるときは、水をはかせることは不要である。大量に水を飲んでいる

ときは、椅子または救助者のたて膝の上に事故者をうつ向けにして腹を乗せ、顔を上にあ

げて水をはかせる。重要なことは、水をはかせるのに手間取ってはならないことである。

呼吸が止まっていたら、まず、４回つづけざまに息を吹き込む（クイックステップ）、４

回吹き終ったら呼吸と心臓の鼓動をチェックする。脈は弱くても心臓が動いておれば、人

工呼吸だけでよい。呼吸も心臓も止まっているときは、心臓マッサージと人工呼吸を続け

る必要がある。早く始めることと、決してあきらめずに長く続けることが大切である。 

 

５．１０ 日射病 

 涼しい日陰に移し、衣服を脱がせ寝かせる。アルコールか冷水に浸した布で全身をふく

か、冷水で冷やしたシーツで全身を包み体温を下げる。体温が 38～39 度になったら冷や

すのをやめ、10分間くらい様子を見る。再び体温が上がるようなら、冷やす。ケイレンを

起こしているときは、半伏せにして窒息を防ぎ救急医療施設へ早く運ぶ。 
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５．１１ 食中毒 

 原因と思われる食品とおう吐物、便を取っておき、医師に見せる。腹痛には毛布などで

腹部をあたため、ひざを曲げて寝かせる。おう吐するときは顔を横向けにした半伏せ位に

し、窒息を防ぐ。食べてすぐおう吐し始めたら、早めに水をコップ５～６杯程度、飲ませ

てから吐かせる。 

 

５．１２ 薬品類 

（１）皮膚に対する処置 

 ただちに流水で 15分以上洗う。液が皮膚のひだや毛髪に残っている恐れのあるときは、

酸なら炭酸水素ナトリウム（重曹）水などの弱アルカリ水溶液で、アルカリなら 2％の酢

酸やレモン汁で中和しておくとよい。 

 

（２）眼に対する処置 

 素早く大量の水で洗う。特に、アルカリ性の液は眼球を腐触するので水洗後，すぐ医者

にかかる。水流が強すぎると腐触した皮膚の表面をはぎ取るので、水中でまばたき程度に

するように注意する。 

 

（３）誤飲に対する処置 

 大量の水または牛乳を飲ませ、おう吐させる。食道、胃の損傷は数分で死ぬことがある

ので、処置は寸刻を争う。与える水は飲んだ薬品の 100倍は必要である。酸に対しては生

卵、アルカリに対しては果汁や酢なども使える。指でのどを刺激して吐かせることも良い

が、意識が無いときは窒息する恐れがあるので、何もしないで早急に医師を呼ぶ。 

 

５．１３ 毒ガス 

 迅速に事故者を新鮮な空気のある所へ搬出する。汚染衣服は、取り除き、皮膚は洗浄し

保温安静にする。重症の場合は、酸素吸入や人工呼吸が必要である。特に、毒ガスの場合

ショックを起こすことがあるので迅速な医者の治療が必要である。 

 

（１）フッ化水素酸 

 皮膚を激しく腐食するので 30 分間水洗後、マグネシア泥膏でおおい、乾いた包帯を巻

く。呼吸器がおかされたときは、絶対安静を保つようにする。 

 

（２）塩素ガス 

 呼吸障害に対し希アンモニア水をしみこませた脱脂綿を短時間ずつ嗅がせる。アルコー

ル/エーテル等量混合液の蒸気吸引も気道の刺激緩和に役立つといわれている。 
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（３）一酸化炭素 

火気に注意し、新鮮な空気中に患者を搬出し（歩かせてはならない）、安静と保温に注

意する。発熱に対しては氷冷し、100％酸素を用いて少なくとも１時間人工呼吸を行う。

重症者は、30分以内に交換輸血が必要なので、早急に医師と血液の手配が要求される。意

識回復後は、２～３時間の絶対安静、数日間の休養が必要である。 

 

（４）シアン化水素・シアン化合物 

 新鮮な空気中に搬出し、意識があれば亜硝酸アルミを５分おきに３分間吸入させ、最高

血圧が 80mmHg になったらやめる。この処置は数分以内に取らなければならない。呼吸停

止には 100％酸素による人工呼吸を要する。シアン化水素は経皮呼吸されるから石けんと

水で洗い、事故者の保温に注意する。亜硝酸アルミによるショックもあるので速やかに医

師を呼ぶ。 

 

（５）二酸化窒素 

 被曝後かなり遅れて突然、発症する。呼吸器症状が軽度でも、酸素吸入を行うこと。肺

水腫を主症状とする。口、鼻、目の粘膜、皮膚を１％の重曹水で洗浄する。 

 

（６）硫化水素 

 ５％二酸化炭素（CO2）を添加した酸素の吸入が有効とされる。眼については、洗眼と損

傷結膜感染防止が必要である。 

 

（７）ホスゲン 

 重症の肺水腫を起こすので、汚染衣服を除去し２％炭酸水素ナトリウム（重曹）水で洗

うこと。酸素吸入はできるだけ早く始める。20％アルコールをくぐらせた酸素の吸入は呼

吸困難を緩和する。 

 

（８）黄リン 

 治癒困難な第２度または第３度の火傷を生じやすいものである。水中か大量の流水で洗

い流すこと。火傷には５％の重曹水を注ぎ、ついで５％の硫酸銅液で洗浄し、リンを固定

してピンセットで取ることになるが、無理にはがさない。 

 

（９）有機溶媒 

 危険な急性中毒は、低沸点溶剤によって起こりやすく、主に呼吸器からの侵入によるが、

経皮呼吸による場合もある。一般に、麻酔作用があり、重症の場合は意識障害、呼吸中枢

麻痺を起こし、吸入者は回復期に凶暴になることがある。救急処置は、一般的方法（5.12

薬品類の項参照）と同じであるが、洗浄には合成洗剤と水を用いるとよい。後遺症が残る

ことがあるので注意が必要である。 
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（１０）酸素欠乏 

 短時間で致命的な状態になるので、速やかに新鮮な空気中へ搬出する。人が正常に活動

できる空気中の酸素濃度は 16％以上であり、10％前後で呼吸困難、悪心、顔面蒼白となり、

７％前後で短時間に意識不明、呼吸停止となる。救助者が道ずれにならないように酸素呼

吸器、命綱などを用いる。防毒マスクは無効である。 

 

５．１４ 小さなけがに対する注意 

 傷は、消毒ガーゼで出血点を抑え止血する。傷口が泥などで汚れているときは、きれい

な水で洗い流す。打ち身の腫れや疼痛には冷やすことが有効である。一般的には、次の事

項を守って一日も早く治すように心掛ける。 

 

１) 小さなけがや火傷でもきちんと手当をし、医療機関で治療するようにする。そのまま

にしておくと破傷風など大事に至るときがある。 

２) 眼に異物が入ったとき、傷がつくので絶対に眼をこすらないで洗眼すること。 

３) 打撲や捻挫は、外傷がなくとも内出血や骨折などを起こしている場合があるので、必

ず医療機関で手当を受ける。 

４) 治療は、医師の指示した日まで通院すること。 

５) 災害再発防止のため、怪我の原因は指導教員および事務室担当者に報告すること。 



一般的共通事項 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 気道の確保  一方の手を首の後ろに回し、もう一方の手で額を押し下げてあご

を突き出す格好にすると気道が開かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 胸骨圧迫  手は胸の中央、胸骨下端より約３cm上に置く。手を重ね、指をしっ

かりと結び合わせ、肘を曲げないで真下に体重を掛けて胸骨を５㎝以上圧迫し、力を抜い

て元に戻す。この動作を１分間に１００回以上のペースで行う。胸骨圧迫３０回に対し、

人工呼吸２回を繰り返す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 止血  止血帯（三角巾または太めの紐）を傷口よりも心臓に近い位置に巻き付

け、半結びにして棒切れを差し込んで血が止まるまでねじる。棒切れの一方の端は、ほど

けないよう紐で固定する。 

 



一般的共通事項 

 

６ 化学物質（薬品）の管理 

 

６．１ 化学物質（薬品）の使用にあたって 

 工学研究科・工学部により取り扱いの許可を受ない者は、化学物質を取り扱ってはなら

ない。ただし、授業等で教職員の指導の下で使用する場合を除く。化学物質を取り扱う者

は、研究科長・工学部長および教職員の指示に従わなければならない。 

化学物質を取り扱う者は、原則として化学物質管理システム CROCUS（以下「CROCUS」い

う）を用いて、化学物質を適正に管理しなければならない。研究室等において、化学物質

の購入、使用、移動及び廃棄等で、保有量に変動があったときは、CROCUSに登録する。 

 

６．２ 毒物および劇物の管理 

 毒物および劇物を取り扱う場合、研究科長・工学部長に使用を申請し、許可を得る必要

がある。なお、研究室配属前の学部学生に対する授業等での使用は、担当科目の指導教員

がすべての責任を負うと定められている。毒物又は劇物のうち製品として取得した化学物

質については、すべて CROCUS に使用者名、毒物又は劇物の名称及び使用量の登録し受払

簿を作成する。研究室等において調製した化学物質等は、CROCUS上ではなく、別途帳簿で

使用の記録を行う。さらに、紛失等を防止するため、定期的に棚卸しを行い、受払簿等と

現物の照合を行う。なお、毒物および劇物の保管庫は常に施錠し、その鍵は鍵管理ボック

スで管理する。 

 

６．３ 化学物質（薬品）の廃棄 

実験で不要となった化学物質（薬品）は以下の３通りの方法に区分して廃棄する。 

１ 廃溶媒としての処分 

２ 有害汚泥としての処分 

３ 廃試薬（不要になった薬品）としての処分 

これらの廃棄は CROCUSに登録・申請し、廃棄物処理が行われるまで使用者が管理する。 

 

なお、本章の記載内容に関して、詳細は大阪市立大学化学物質管理規程および大阪市立

大学化学物質管理要項を参照すること。また、内容の詳細は、以下の CROCUS のトップペ

ージにアクセスして確認すること。 

CROCUSトップページ URL http://crocus.ado.osaka-cu.ac.jp/cris_v1_0/index.aspx 
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７ 実験廃棄物の安全な管理と処理 

 

７．１ 実験系廃棄物 

実験で使用した器材や容器のうち、「特別管理産業廃棄物」を除いた次のものについて

は、「実験系廃棄物」となる。特に、オートクレーブ処理を施した実験廃材および【特に

注意の必要なもの】に関しては、「日常ごみ」と混在することがないように分別を徹底す

る。 

特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物を含む）および「実験系廃棄物」は収集事業者・処

分事業者・排出責任者の関係者間で事前に十分に調整し、責任を持って処分する必要があ

るので、工学研究科・工学部の取り決めに従って排出する。 

 

【実験系廃棄物の具体品目例（一例）】 

★廃ガラス類 

ビーカー・試験管・アンプル等の実験用ガラス器具、試薬の空容器 

★廃プラスチック類 

遠沈管・チューブ・チップ等の実験用プラスチック容器、 

薬品の付着したビニール、ディスポ手袋、プラスチック製の試薬の空容器 

★廃金属類 

金属製の薬品の空容器 

 

◆ラット等を搬送又は飼育するダンボール箱は汚染されている恐れがあるため、 

実験系廃棄物として取り扱う。←特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物を含む）に当た 

る。 

 

【特に注意が必要なもの】 

（1）注射針、注射筒、メス等 

（2）鋭利なものや外見上区分のできないもの 

※非感染性廃棄物であっても『鋭利なもの』や外見上区分のできないものは、 

感染性廃棄物と同等の扱いとする。 

（環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」P18参照） 

（3）薬品、培養床、血液や体液の付着した状態のもの 

（4）その他、法令等で処分方法に定めのあるもの 
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７．２ 粗大ごみ 

物品の買い替えの際は引取りを基本とし、不用なものを学内に持ち込まない。やむを得

ず粗大ごみなどの「大型ごみ」や「日常ごみに該当しないもの」を排出する場合、工学研

究科・工学部の取り決めに従って排出する。 

 

【産業廃棄物の具体的品目例（一例）】（大きさではなく、素材および用途で判断する） 

★事務用品類 

ファイル類※1、アルバム、写真のネガ、フィルム、はさみ、電卓、クリップ、 

チョーク、デスクマット（ビニール製）、がびょう、分別されていないペン※2、 

★OA機器類 

パソコン用キーボード、マウス、配線コード、ビデオテープ、ＣＤ、ＭＤ、 

フロッピーディスク、カセットテープ 

★施設管理用品 

電池（小形二次電池をのぞく）、蛍光灯、錠前、鍵、鏡、小型金庫 

★日常用品 

傘、スプレー缶※3、一斗缶、金網、アルミはく、アルミトレー、チェーン（金属製）、 

各種ガラスびん、一升瓶、スプーンやフォーク、鍋、フライパン、食器類、コップ、 

茶碗などの陶器製品、体温計、血圧計、ライター、 

★研究・課外活動用品 

各種計測機器、石膏、塗料、食用油、オイル類、シンナー、塗料缶、オイル缶、 

ボンベ、バッテリー、ビニールシート（ブルーシート）※4、看板類※5 

★事務什器類 

机、いす、ロッカー類、ソファー、畳、カーペット 

★各種電気製品類 

電気ポット、電子レンジ、掃除機、ヒーターなどの暖房器具、トースター、 

ビデオデッキ、各種再生機、電源アダプター、電気スタンド、照明器具、 

電気カーペット、プリンター、電話機、ファックス、コピー機、リモコン類 

※1 ファイル類は素材によっては判断します。そのまま捨てればごみ（産廃）になるが、

きちんと分ければ資源（紙ごみ）にすることができる。 

※2 ペンは、分解して金具部分を取り除けば「プラスチックごみ」で捨てることができ

る。 

※3 スプレー缶は「金属くず」ですが、中身を空にして穴を開けてから捨てる。 

※4 一般的に「ブルーシート」と呼ばれるビニールシートは、金属部分を取り除いて、

ごみ袋（45L）に入れれば「プラスチックごみ」として処分できる。 

※5 看板類の中でも、ベニヤ板など木材でできたものは、細かく裁断をしてごみ袋（45L）

に入れば、「普通ごみ」として処分することができる場合があります。 
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７．３ 廃液および汚泥、不要になった薬品 

実験で不要となった化学物質（薬品）は以下の３通りの方法に区分して廃棄する。 

１ 廃溶媒としての処分 

２ 有害汚泥としての処分 

３ 廃試薬（不要になった薬品）としての処分 

 これらの廃棄を行うに当たり、後述の分別・保管・処理方法に注意する必要がある。ま

た、レッテルが剥がれるなどにより内容不明試薬が発生することなどがない様に、日頃か

ら試薬の保管・管理を徹底する。また、レッテルが剥げそうな試薬瓶などは補強などの対

策をとる。それでもなお、レッテルが破損するなど不明試薬が発生した場合は、種々の機

器分析により物質の分析を行い、同定する様に努める。その結果に基づいて適切に廃棄処

理する。レッテルが破損した不明試薬で物質の同定が困難な場合、その処理は適切な業者

に依頼する。 

 不要となった化学物質の廃棄作業は必ずその試薬（薬品）の特性を把握した教員の立ち

会いのもとに行う。 

当大学の排水は、すべての使用済みの水とともに大阪市の下水道を通じて下水処理場に

入り処理される。そのため、特に、大学が有害・汚染物の発生源になってはならにという

姿勢で研究・実験にのぞむことが必要と考えられる（大阪市立大学廃棄物等処理対策委員

会、1989年）。実験室から出される廃液の保管・処理は、重金属や有機溶媒などの有害物

質を含むため法律で規制されている。廃液については、本学部では処理を一括して専門業

者に委託している。 

 

７．４ 保存上の注意 

１) 錯イオン、キレート生成剤など処理に障害となる成分が共存するときは、それらを含

む廃液は別に収集し、あらかじめ障害となる成分を分解した後、所定の分別を行う。 

２) 次の廃液は相互に混合してはならない。①過酸化物、過マンガン酸カリウム、クロム

酸などの酸化剤と有機物、②シアン化物、硫化物、次亜塩素酸塩と酸、③塩酸、フッ

酸などの揮発性酸と不揮発性酸、④濃硫酸、スルホン酸、オキシ酸、ポリリン酸など

の酸と他の酸、⑤アンモニウム塩、揮発性アミンとアルカリ。 

３) 破損または腐食されない収納容器を選び、内容物の成分および組成を明らかにしたラ

ベルを添付し安全な場所に保管する。特に、毒性の強い廃液については注意が肝要で

ある。 

４) 悪臭を発するメルカプタン、アミンなどの廃液、有毒ガスを発生するシアン、ホスフ

ィンなどの廃液および引火性の強い二硫化炭素、エーテルなどの廃液は、漏洩しない

ように適当な処置を講じ早期に処理をする。 

５) 過酸化物、ニトログリセリンなどの爆発性物質を含む廃液は慎重に取り扱い、早期に

処理をする。 

６) 貯留量は容器の容積の 2/3を限度とする。 
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７) 廃液処理に必要な薬剤を節減するため、廃酸、廃アルカリをそれぞれの中和に利用し

たりして、積極的に廃液の有効利用を考える。 

８) クロム酸混液など有害廃液を排出する薬剤の代わりに、無害または処理容易な代替品

を積極的に利用する。 

９) メタノール、エタノール、アセトンなど比較的多量に使用する溶媒は、原則として回

収利用し、残渣を処理する。 

１０) 有機、無機混合廃液は、有機物をあらかじめ分解した後、無機廃液として処理す

る。 
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（１）廃液区分 

廃液は組成が複雑多岐にわたり、人体に危険な物質を含むこともあるので取り扱いには

十分注意し、30,31 頁に示す区分表および区分フローチャートに従いタンクに分別し、業

者に処理を任すまで指定の貯蔵庫に保管する。 

 

廃液区分

　無機廃液

廃液区分 残留区分 適　　　　　用

1. 有機水銀

2. 無機水銀

3. シアン錯化合物

4. シアン化物

Ｃ ヒ素系廃液 5. ヒ素、ヒ酸塩類 可能な限り重金属の混入を避けること。

Ｄ 有機リン系廃液 6. 有機リン化合物 可能な限り重金属の混入を避けること。

Ｅ フッ素系廃液 7. フッ素化合物 可能な限り重金属の混入を避けること。

Ｆ カドミウム系重金属廃液 8. カドミウム化合物
ベリリウム、オスミウム、タリウムその他健康を害する金属
塩類を含まないこと。有機物、リン酸、珪酸、アンモニアの
混入は出来るだけ避けること。

Ｇ 鉛系廃液 9. 鉛化合物
ベリリウム、オスミウム、タリウムその他健康を害する金属
塩類を含まないこと。有機物、リン酸、珪酸、アンモニアの
混入は出来るだけ避けること。

Ｈ クロム系廃液 10. クロム(Ⅲ)化合物
ベリリウム、オスミウム、タリウムその他健康を害する金属
塩類を含まないこと。有機物、リン酸、珪酸、アンモニアの
混入は出来るだけ避けること。

Ｉ 一般重金属廃液 11.
Zn、Fe、Mnなどの
一般重金属

ベリリウム、オスミウム、タリウムその他健康を害する金属
塩類を含まないこと。有機物、リン酸、珪酸、アンモニアの
混入は出来るだけ避けること。

Ｊ 廃酸 12. 廃酸 可能な限り重金属の混入を避けること。

Ｋ 廃アルカリ 13. 廃アルカリ 可能な限り重金属の混入を避けること。

Ｌ
ベリリウム、オスミウム、その他取扱
注意廃液

Ｍ 有機物含有無機廃液

Ｎ セレン系

Ｏ 一般汚泥

　有機廃液

Ａ１

Ａ２ 非塩素系非水溶性有機廃溶媒

Ｂ 塩素系有機廃溶媒

Ｃ 植物油、鉱物油

Ｄ ホルマリン

廃液系別貯留区分 適　　　　　用

非塩素系水溶性有機廃溶媒
水と混じりあう有機化合物の混合廃液で、ハロゲンを含まないもの。重金属を含まない
こと。

水と混じりあわない有機化合物の混合廃液で、ハロゲンを含まないもの。重金属および
ＰＣＢ等の難燃性有害物質を含まないこと。

水と混じりあわない有機化合物の混合廃液で、ハロゲンを含むもの。重金属およびＰＣ
Ｂ等の難燃性有害物質を含まないこと。

Ａ 水銀系廃液
金属水銀や固形のアマルガムなどを含まないこと。有機水銀
系では、とくに塩化物の混入を避けること。

Ｂ シアン系廃液
常にアルカリ性に保ち、酸性廃液に混入しないこと。可能な
限り原点処理を行うこと。
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（２）廃液区分の目安 

 廃液は以下のフローチャートに従って、分別して保管する。 

 

水銀を
含む

シアンを
含む

ヒ素、セレン、
クロム、鉛、カ
ドミウム、有機
リンを含む

フッ素を
含む

主に有機
物を含む

亜鉛、鉄、マ
ンガンなどの
一般重金属

を含む

主に無機
物を含む

スタート

無機Ａ 水銀系

無機Ｂ シアン系

無機Ｅ フッ素系

有機Ｄ ホルマリン

有機Ｃ 植物油・鉱物油

有機Ｂ 塩素系有機廃溶媒

非塩素系
非水溶性有機廃溶媒

有機A2

無機Ｌ その他

無機C ヒ素系

無機Ｆ カドミウム系

無機D 有機リン系廃液

無機Ｇ 鉛系

無機Ｎ セレン系

無機Ｈ クロム系

無機Ｏ 一般汚泥

無機Ｋ 廃アルカリ

無機Ｊ 廃酸

ホルマリ
ンを含む

６０％以上
の水を含む

植物油・鉱
物油を含む

ハロゲン
を含む

水溶性
である

無機Ｉ 一般重金属

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

非塩素系
水溶性有機廃溶媒

有機A1

無機Ｍ 有機物含有無機

YES

廃液区分フローチャート

 

 

注 水溶性・非水溶性の区分は化学物質の性質に依存し、消防法危険物第４類の区分に準ずる 
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７．５ 無機廃液 

 以下に区分ごとの一般的処理法を挙げる。 

 

（１）水銀系廃液 

 他の金属系廃液と絶対に複合系にしないこと。 

１) 廃液をほぼ中和する。 

２) 10 ℓ あたり約５gの割合で硫化ナトリウムを加えてよくかき混ぜる。少量を濾別して

濾液が鉛糖試験紙を黒変するまで、この操作を繰り返す。水銀含量が推定可能の時は、

計算量の硫化ナトリウムを一度に加えてもよい。 

３) pH７～９に調製した後、濾過し、沈殿を固形廃棄物としての区分を明記して保管する。 

４) 濾液の処理は、後述の（９）項の有機化合物水溶液の項に従い処理する。 

５) 有機水銀化合物を含むもので、そのままでは硫化ナトリウムと反応しないものについ

ては、次亜塩素酸ナトリウム水溶液などで酸化分解した後、上記の処理を行う。 

 

（２）シアン系廃液 

 他の金属系廃液と絶対に複合系にしない。特に、シアン化物イオンを含む廃液の場合、

酸性廃液との混合は、青酸ガスの発生を促すので、厳禁である。 

１) 廃液の pHを９～10に調整する。 

２) 次亜塩素酸ナトリウム水溶液で酸化分解する。この分解には、数日を要する。 

３) pH７～９に調節した後、排出する。 

４) シアン錯化合物は、この処理法では難分解性なので、現状では処理せずに貯留する。 

 

（３）ヒ素系廃液 

 ここで処理するヒ素系廃液は、ヒ素、ヒ酸、亜ヒ酸の塩類を含む水溶液である。 

１) 必要量の鉄（Ⅲ）塩を加えてほぼ中和する。 

２) 生じた沈殿を濾過し、固形廃棄物としての区分を明記して保管する。 

３) 濾液の処理は、後述の（８）項のグループの廃液と併せて処理する。 

４) 有機ヒ素を含むもので、そのままでは鉄（Ⅲ）塩と反応しないものについては、あら

かじめ次亜塩素酸ナトリウム水溶液などで酸化分解した後、上記の処理を行う。 

 

（４）リン酸系廃液 

１) 次亜塩素酸ナトリウム水溶液で酸化分解する。この分解には数日を要する。 

２) pH７～９に調節した後、排出する。 

 

（５）フッ素系廃液 

１) 石灰乳または塩化カルシウムを加えて撹拌する。 

２) 濾過して沈殿を固形廃棄物としての区分を明記して保管する。 
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（６）カドミウム、鉛、クロム（Ⅲ）系廃液 

 処理法は同一であるが、複合系廃液にしないことが望ましい。 

１) 廃液をほぼ中和する。 

２) 10ℓ あたり約５g の割合で硫化ナトリウムを加えてよくかき混ぜる。少量を濾別して

濾液が鉛糖試験紙を黒変するまで、この操作を繰り返す。重金属含量が推定可能のと

きは、計算量の硫化ナトリウムを一度に加えてもよい。 

３) pH７～９に調節した後、濾過し、沈殿を固形廃棄物としての区分を明記して保管する。 

４) 濾液の処理は、（９）項の有機化合物水溶液の項に従い処理する。 

 

（７）クロム酸、重クロム酸塩類、クロム酸混液等のクロム（VI）の廃液 

１) 液がアルカリ性の時は、まず塩酸を加えて酸性にする。 

２) 廃アルコールその他の還元剤でクロム（Ⅲ）（緑色）まで十分に還元する。 

３) 液がきわめて多量の硫酸などを含んでいるときには、２）の処理の後、廃液をほぼ中

和する。 

４) 上記の（６）項の処理を行う。 

  

（８）一般重金属系廃液（銅、亜鉛、鉄およびマンガンの塩類） 

 この場合については、廃液が複合系になってもそれほど問題がない。 

１) 廃液をほぼ中和する。 

２) 10 ℓ あたり約５gの割合で硫化ナトリウムを加えてよくかき混ぜる。少量を濾別して

濾液が鉛糖試験紙を黒変するまで、この操作を繰り返す。重金属含量が推定可能のと

きは、計算量の硫化ナトリウムを一度に加えてもよい。 

３) pH７～９に調節した後、濾過し、沈殿を固形廃棄物としての区分を明記して保管する。 

４) ろ液の処理は、（９）項の有機化合物水溶液の項に従い処理する。 

 

（９）イソニトリル、メルカプタン、ホルマリン、フェノール、有機ホウ素化合物、水溶

性硫化物などの水溶液 

 これらの水溶性有機化合物の水溶液は、有機廃液に近いが、次の処置を行う。 

１) 次亜塩素酸ナトリウム水溶液で酸化分解する。この分解には数日を要する。 

２) pH７～９に調節した後、排出する。 

 

（１０）廃酸、廃アルカリ 

 廃酸や廃アルカリは、できる限り随時原点処理により pH６～９に中和処理を行い排出す

る。 
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７．６ 有機廃液 

 廃液区分表(P30)に掲載してあるように、一般の有機溶媒は非塩素系、塩素系に区分し

て貯留し、できるだけ混合させないように注意する。難燃性の有機化合物を含む場合、不

燃性塩素系廃液として取り扱う。さらに、非塩素系有機廃液は、水と混ざり合う水溶性廃

液と水と混ざらない非水溶性廃液に区分して、貯留する。焼却により有害物を生じない有

機廃液および廃油などは、処理業者への委託により処理を行うことが可能である。以下の

点に注意して区分貯留する。 

 

１) できるだけ回収して再使用する。特に、含ハロゲン溶媒は極力回収すること。 

２) 回収しがたい複合系については、処理業者への委託のため各学部所定の場所に定期的

に集めて保管する。 

３) 焼却が可能であるが、毒性が少なく水溶性である酢酸、エタノールなどについては多

量の水とともに排出する。 

４) 区分貯留の際には、必ず保管容器に区分を明記しておくこと。 
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８ 危険物の運搬 

 

 危険物の運搬は必ず複数人で行うこと。また、液体窒素や揮発性溶媒を運搬する際、エ

レベーターの使用はできるだけ避ける。やむを得ず使用する場合、エレベーターは密室で

あり、窒息などの重大事故を引き起こす可能性があることを十分留意する。 

 エレベーター使用時は次の運用ルールを必ず守ること。 

  １ エレベーターには運搬する容器のみを搬入し、人員は乗り込まない 

  ２ 誤って関係者以外が乗り込まないよう、鎖で入り口を塞ぐ 

  ３ 所定の階に人員を配置し、容器の搬出を行う 

 

液化ガス運搬時は右

の同乗禁止の下げ札

をEV室内に掲示しま

すので、乗り込み遠慮

願います。

液化ガス(寒剤)の運搬について

このエレベーターで液化ガスを運搬する場合があり

ます。万一地震、停電、故障等で停止した場合、液

化ガスの蒸発によりエレベーター内部の酸素濃度が

低下し、酸欠事故の発生する危険性があります。液

化ガスのみの無人の運搬とさせて頂きます。

 
  

エレベーター前の案内板 

 

 

エレベーター内の案内表示と乗り入れ防止用鎖 
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９ 建築防災設備 

 

 建築防災設備は、大きく以下のように分類される。 

 

 建築防災設備   消火設備 

     防排煙設備 

     警報・避難設備 

     非常電源・制御設備 

 

ここでは、日常、工学部の建物内外で目につく設備とその使用法を写真により説明する。

イザというときに慌てないよう、日頃からの心がけや適切な訓練によって熟知し、設備を

有効に使用できるようにしておく必要がある（前述の「Ｉ− ２ 火災予防および消火と避

難」参照）。火災時は財物の持ち出しよりも人命第一の避難を優先させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般的共通事項 

 

写真１（左上） 建物内の廊

下に設置されている火災報知

器、消火栓、消火器 

火災報知器：ボタンを押した

ときあるいは感知器が火災を

検知したときベルがなり、消

火栓のポンプが始動する。発

火場所が理系守衛室 や工学

部事務室（Ａ棟１階）の監視

盤に表示される。 

 

消火器：粉末消火器で、普通

（Ａ）、油（Ｂ）および電気

火災（Ｃ）に使用できる。使

用法は、消火器が置かれてい

る付近に表示されている。ま

た、本体にも使用法が書かれ

ている。初期消火に使われる。 

 

 

 

 

写真２（右上） 消火栓の扉を開いたところ 

消火栓：報知器によってポンプが始動し、ホースを伸ばしバルブを開いて消火目標に向かって放

水する。初期消火以外は避難第一で、火勢が大きくなれば、消防士に任せた方がよい。 

 

写真３（左下） 建物屋内の廊下にある放水口 

放水口：建物屋内の廊下に設置されており、消防隊専用の放水口で、消防士が建物に入り、放水

栓にホースを接続してバルブを開き、消火活動をする。 

 

写真４（右下） 講義室・研究室の火災感知器 

火災感知器：中空である感知器内の空気が温度変化で膨張して火災を検知し、守衛室や事務室の

監視盤に火災発生場所を伝える。この器具の下でガスストーブなどの高熱源を使用すると、誤動

作となる場合があるので注意する。   



一般的共通事項 

 

 

写真５（左上） バルコニー 
 

建物のデザインとして造ら

れている。工学部のＢ棟やＣ

棟などの窓回りの外部にデ

ザインされているが、火災時

には一時的な避難場所とし

て利用される。  

 

写真６（右上） 避難誘導灯 
 

緑色と白色で表示され、常時、

点灯している（火災時でも点

灯）。この誘導標識に従って

避難する。工学部Ｃ棟には

南・中央・北側と３カ所の階

段があるが、各位置に１個、

計３個の誘導灯が設置され

ている。 

 

 

 

 

写真７（左下） 防火扉 

火災による炎や煙の拡散・拡大を防ぐ。扉は手動により開閉できる。火災で扉が閉じられている

場合、不用意に扉をあけて火災側へ入ると酸素補給によって急激な燃焼（いわゆる、バックドラ

フト）が起こりうるので注意を要する。避難扉も付置されている。 

 

写真８（右下） 防火シャッターと避難扉  

防火シャッター：防火扉と同様に、火災による炎や煙の拡散・拡大を防止する。シャッターは手

動式のクランクで開閉される。イザというときのために、クランクの保管者・保管場所を明らか

にしておく必要がある。 

避難扉：シャッターが閉じられている場合、シャッター横のこの扉を開いて避難する。  

 



一般的共通事項 

 

 

写真９（左上） 避難器具の

扉を開けたところ   
 

避難用のロープと固定器具が

収納されている。上階から地

上への避難に使われる。 

 

写真１０（右上） 避難器具

用ロープ支持台 
 

高所（この写真ではＣ棟４階

に設置）から避難するときに

この避難器具類を用いる。商

品名はスローダンで、フック、

滑車、ロープとベルトからな

り、バルコニーに設置されて

いる写真１０の支持台を利用

して地上へ避難する。使用法

を習熟しておかなければ、こ

の器具の利用は難しい。  

 

 

 

 

写真１１（左下） 建物屋外にある火災報知器と消火栓 

火災報知器：写真１に示されている報知器に対し、検知動作は同じであるが、消火栓のポンプは

自動的に始動しない方式である。 

消火栓：扉内にある始動装置を操作して、ポンプを始動させる。屋外の火災報知器や消火栓の前

には障害物を置いてはならない。 

 

写真１２（右下） 屋外避難階段（Ｆ棟） 

屋内の火災場所から速やかに避難するために使われる。屋内から見て、外開きであるため、扉付

近に物などを置いておけば開けられないことがあるため、障害物は置かないようにし常に、外へ

避難できるようにしておく。外部からの不審者進入を防ぐ上でも、開放厳禁である。 

 

 



一般的共通事項 

 

写真１３（左上） 消防隊進

入口（Ｆ棟） 

 

ベランダに面した窓に赤色

の逆三角形印が標示されて

おり、この印のある窓を割っ

て消防隊が屋内の火災消火

のために進入する。したがっ

て、進入を妨害するような物

をこの付近においてはなら

ない。 

 

写真１４（右上） 複合受信

機（自火報・防排煙と警報） 

 

自動火災報知器、防排煙報知

器と警報機が組み込まれて

おり、事務室（Ａ棟１階）に

設置されている。発火場所が

特定できる。 

  

 

 

写真１５（左下） 高圧ガス監視盤 

高圧ガス監視盤：高圧ガスを使用している室や区域でガス漏れが生じたとき、監視盤に表示され、

適切な処置がとられる。事務室（Ａ棟１階）に設置されている。 

 

写真１６（右下） 理系守衛室に設置されている火災警報盤 

各室に対してではなく、ブロック別に分けられて、発火区域が災警報盤に表示される。その表示

を見て事務室に行き、写真１４の複合受信機によって、発火場所を特定し、火災状況を確認し、

適切な処置を取る（守衛室員の業務）。 

 

 

 

 



一般的共通事項 

 

 

写真１７（左） シリンダ

ーキャビネット 

 

建物内で、爆発性のガス、

有毒ガス、その他のガスの

使用に際し、ガス漏れや転

倒防止のために、シリンダ

ーキャビネットにガスボン

ベをセットし、安全をはか

る。 

 

写真１８（右上） 廊下に置かれるガスボンベの整理・整頓と管理 

ガスボンベを廊下に置く場合、歩行の障害にならないようにする。さらに、転倒防止のためのチ

ェーンなどによってボンベを囲う。 

 

 

 以上、主要な建築防災設備の概要と使用方法について述べた。これらの設備は、消防法

により設置位置・個数が義務づけられている。各設備の設置場所を写真の呈示順に従い再

度、紹介する。 

 消火器は、各建物の各階の廊下・部屋に置かれている。主として、ＡＢＣ粉末タイプで、

特殊なものとして化学用の炭酸ガス・ハロン消火器がある。屋内消火栓・火災報知器（非

常ベル・発信機ランプ付）も、各建物にある。避難器具としての緩降機は、Ｂ棟とＣ棟に

各２個ずつ設置されている。ここでは紹介しなかったが、避難はしごも準備されている。

誘導灯は、各建物内の廊下の天井に取り付けられている。自動火災報知センサーとしての

感知線がすべての室内に張り巡らされており、廊下には煙感知器がある。防火戸、防火シ

ャッターや消防隊専用消火栓（連結送水管）も設置が義務づけられている。屋外の消火栓

や火災報知器も適切な位置に必要個数が設置されている。監視設備は、事務室と守衛室に、

また、非常用放送設備が事務室に置かれている。 

屋外の諸設備が消防隊による消火に使われるため、消防車の進入や消防活動に支障をき

たさないようにするために、また、被害者を搬送するための救急車の進入もあるために、

不法な駐車や駐輪は是非、避けなければならない。 

 ハードな設備が充実しているだけでは、突発的な災害に対して十分に対応できない。繰

り返しになるが、日頃から防災に対する知識および意識の高さと、その設備を使いこなせ

るソフト面の教育と訓練が是非とも必要である。消防署の専門家などにも指導を仰ぐ必要

がある。 


