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 はじめに 

 大学院システム生命科学府の主な活動拠点は、伊都キャンパスのウエスト１号館、ウエスト３号館、ウエ

スト５号館、馬出キャンパス及び天草臨海実験所である。本手引きでは、そのうち主に伊都キャンパスのウ

エスト１号館特有の事項を記載している。その他の建物やキャンパスにおける例えば、危険物の届け出先な

どについては、各建物、キャンパスで定められたルールを順守していただきたい。 

 なお、必要に応じ、伊都キャンパスのウエスト１号館に特有の事項として特に区分が必要な場合について

は、以下、「システム生命科学府（W1）」と表記する。 

1.事故発生時の処置 

 研究室における日常の活動のなかで、事故となる原因、要因はさまざまである。研究室の環境や状態が誘

因になる場合もあれば、個人的な身体要件が誘引する場合もある。 も大切なのは、日頃から「事故は絶対

に起きない、起こさない」ようにしておくことである。こうした特別な注意にもかかわらず、「思い掛けない

事故」、「不慮の事故」、「不測の事故」と言われるようなことが万が一にも発生したときに備えておくことも

大切である。本章ではこうした事故発生、緊急事態、応急手当等について概説する。 

 

 緊急時の心得 

 まず、自分の身体、命の安全を第一に考え、落ち着いて対処すること。 

 

 緊急事態発生 

（1） 事故が発生した場合、大きな声で近くにいる人に事故を知らせる。 

（2） 一人で対処しようとしてはならない。 

（3） 負傷者を安全な場所に移す。 

（4） 出来る場合は事故が拡大しないように処置を取る。 

● 原因となるものを封じ込める。 

● 必要なら，人工呼吸および心臓マッサージを施す。 

 

 ★火災の場合 

● 適切な初期消火を心がける。 

● 火災報知器のボタンを押す。 

● 手に負えない場合は速やかに避難し、緊急連絡をとる。 

 

 ★ガス中毒の場合 

● 室内に不用意に飛び込まない。 

● ガスの元栓を閉める。 
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● 窓を開ける。 

 

 ★感電の場合 

● スイッチを切る。 

● 感電している人に触れてはならない。 

● 乾燥した棒、布または絶縁手袋を使用する。 

 

  ★大量出血の場合 

● 出血部を心臓より高くする。 

● 傷より心臓に近い動脈を圧迫して止血する。 

 

緊 急 連 絡 

 (1) 福岡市西消防署 806-0642 または 119 

（必要に応じ西警察署 805-6110 または 110） 

（a） いつ：今日○○時○○分 

（b） どこで：（例）元岡 744、九州大学ウエスト 1号館 等 

（c） どんな事故が： 

・ 火災か 

・ 人身事故か 

（d） その内容は： 

・ 発生状況 

・ 拡大性の有無 

・ 死傷者の有無 

（e） 通報者の氏名、連絡先は： 

・ 私の名前は○○ ○○です。 

電話は 802−○○○○です（ダイヤルイン）もしくは自分の携帯電話番号は○○…で

す。 ※非ダイヤルインの場合は、学外からの電話はつながらない。 

消防車・救急車を呼んだ後は、必ず警務員（内線 166、2305、802-2305）に連絡し， 

構内の誘導を依頼する。 

 

   (2) その他の緊急連絡先 

・ 三菱電機ビルテクノサービス 九州情報センター  475-1194 

・ 西部ガス 福岡地区ガス漏れ専用ホットライン   631-0919 

 

   (3) 学内連絡 

（a） 警務員： 

・ ビッグオレンジ前守衛所（24 時間対応）：内線 166・2305、外線 2305 

（b） 防災センター（W1-B101 24 時間対応）：内線 4390・8067、外線 802-4390・807-6263） 
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（c） 理学部等事務部総務課総務係（平日 8：30～17：15 対応）：内線 4003、外線 802-4003 

（d） 理学部等事務部財務課保全係（平日 8：30～17：15 対応）：内線 4025、外線 802-4025 

（必要に応じて：システム生命科学府長：内線 2850、理学部等事務部長：内線 4001） 

（e） 研究室責任者等（原則平日対応）： 

・ 教授・准教授 

・ 研究室職員 

   (f) エネルギーセンター（夜間・休日の場合）：内線 2570、外線 802-2570 

 

 出火の際の処置 

(1) まず「火事」と大声を出して、出来るだけ多くの人に知らせる。一人で対処しようとしてはならない。

自分を守るための脱出口を確保してから消火活動にあたる。 

(2)   周囲の可燃物、とくにカーテンなどの垂直方向に燃え上がりやすいものを引きちぎるなどして火元

から遠ざけ、ガスの元栓、電源のスイッチ、ボンベの元栓など燃料等の供給源を止める。 

(3)  消火器、水バケツなどを用いて、落ち着いて、初期消火に努める。ただし、薬品火災については、消

火器および水をかけられないものがあるので注意すること。 

(4) 消火器で初期消火が出来るのは壁の内装材が燃えている程度である。天井が燃えていると消火器での

消火は難しい。 

(5)  火災が天井に達したり、濃煙やガスのため火元に近寄れず初期消火が困難になった時は、直ちに緊急

連絡の処置をとるとともに、安全な場所まで避難する。 

(6) 着衣に火がついた場合には、立っていたり走ったりすると却って火勢を大きくするので、すぐに衣服

を脱がせるか、床上に身体を転ばせるようにし（本人が出来なければ他の人が本人を倒して）、大量

の注水または毛布などでくるんだ上から注水して消火する。 

(7) ドラフト内での火災は、上方への火災の拡大防止と消火の効果からいって、換気を止めるのが普通で

ある。ただし、煙、有毒ガス発生を伴う場合など、状況によっては換気を続けたほうがよい場合もあ

るので、燃えている物質および状況によって判断する。 

(8)  ボンベからの可燃性ガスの噴出による発火が起こったときは、消火はしないで周囲の可燃物を除去

し、ボンベに注水し冷却する。 

(9)  発火を伴わずに可燃性ガスが噴出しているときは、なるべく離れたところから電源、ガスの元栓を切

るなど着火元を取り除く操作を行い、次に窓などを開けて換気を図る。出来れば、噴出口を塞ぐとよ

い。 

(10)  有毒ガスの発生を伴う恐れのある火災の場合は、消火にあたって防毒マスク等の保護具を付けるか、

もしくは風上側から消火を行う。 

(11)  他の実験室での火災を知ったときには、まず自分の研究室の安全を確認した上で、消火器などを持っ

て出火室へ駆けつける。 

 

 応急手当 

 事故の大小に応じて病院や救急車に運び込まれるまでに次のような処置をすること。応急手当の方法につ 
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いては、「 新図解 救命・応急手当の手引き」（日本救急医学会：小学館）等が詳しい。常備しておくとよ

い。 

 

 ガス中毒 

 救出者は不用意に無防備で汚染環境に飛び込まないこと。特に、毒性ガスの場合は細心の注意が必

要である。まず、近くにいる人に声をかけ 119 番通報を依頼する。二次災害を防ぐため、つねに火気に

注意し（ガス漏れの場合）、余裕があれば元栓を閉め、窓を開け新鮮な空気を入れること。爆発や火災

のおそれや猛毒ガスの漏出がある場合は、直ちに避難し、119 番通報すること。 

一般的には、新鮮な空気の所にうつすこと。可能なら携帯型酸素ボンベで酸素吸入をしながら、必要に

応じて救急車の要請をする。 

(1)  一酸化炭素中毒：一酸化炭素には、活性炭を用いた有毒マスクは無力であるから、ホプカライ

トを用いたマスクを使用しなければならない。すぐに新鮮な空気のある所につれ出し、安静と

保温に努めること。呼吸が弱っていたり、弱まった場合は根気よく人工呼吸を続ける。初期症

状は、頭痛、吐き気などである。 

(2)  ハロゲンガス中毒：塩素を吸入した時は、エーテルとアルコール 1：1 の混合蒸気をかがすこ

と。臭素の蒸気を吸入した場合は、すぐに新鮮な空気のある所に移し、鼻やのどの刺激を和ら

げるために、鼻を水で洗ったり、うがいをすること。薄いアンモニア水をかがすこと。 

(3) シアン化水素中毒：非常に猛毒で、数分以内に死亡することもあるので注意を要する。ガスの

発生が続いている場合、不用意に近づかない。救助の場合も、十分二次災害に注意すること。

被害者をすぐに新鮮な空気のある所につれ出し、安静にして、亜硝酸アルミをガーゼ等に浸し

てかがせること。これを１分間に 15〜30 秒ずつ続ける。呼吸が止まったらただちに人工呼吸

を行うこと。 

(4) 亜硫酸ガス中毒：亜硫酸ガス（二酸化イオウ）にやられると、目やのどの粘膜を強く刺激する。

目の場合には、大量の水で洗い、のどは何回もうがいを繰り返す。多量に吸引したときは、し

ばらく安静にすること。二酸化窒素の場合も同様である。 

(5) 硫化水素中毒：空気の新鮮な場所に移し、洗眼、うがい等を行って、安静にすること。 

(6) 有機溶媒中毒：ガス中毒に準じて処置する。しばらく安静にし、念のために、肝臓保護剤を飲

むのもよい。 

 

 有害物質 

(1) 有害物質を飲んだ場合：まず、指をのどに入れるなどして毒物を吐かせること。うがいを繰り

返し、また大量の温水、食塩水を飲ませ毒物を薄めて吐かせることも有効である。粘膜を強く

腐食する毒物の場合、無理に吐かせると、粘膜の損傷が助長され潰瘍などを起こすことがある

から注意を要する。一般に、化学薬品を誤って飲んだ場合の万能吸着解毒剤として、活性炭、

酸化マグネシウム、タンニン酸を１：１：１の割合に混合したものを 15g ほど飲むと有効であ

る。 

(2) 皮膚についた場合：薬品が皮膚についた場合は、汚染した部分をすみやかに大量の流水で洗い
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流すこと。 

 

 火傷をした場合 

 ・大量の水で洗うこと。 

 ・感染症を防ぐため、直ちに医師にみせること。 

 ・軽度の火傷の場合、空気にさらすと痛むことがあるので、ワセリンを塗るか、滅菌ガーゼ、また  

は救急絆創膏を貼っておく。 

・真皮に傷ができて、水泡になり、痛みが強い第２度の火傷の場合は、1000 倍の逆性石鹸液で洗い、

軽く包帯をしておく。水泡はそのまま保存し、破ってはいけない。油類は細菌の繁殖を助けるので付

けてはいけない。 

・皮膚の表面が黒く焼けてしまった第３度の火傷の場合、清潔なガーゼを当ててただちに医師にみせる

こと。 

 

 けがをした場合 

・出血が少ないときは、傷口を、水道水でよく洗い流す。油類で汚れている時はアルコールで拭くとよ

い。 軽度の場合には傷口に消毒薬を塗り、消毒ガーゼや救急絆創膏を当て包帯を巻いておく。消毒ガ

ーゼ等は、消毒したピンセットで扱い、無い時には患部に当てる所は手で触れないように注意する。

汚れのひどい傷や深い傷は早く医者の手当を受けること。 

・多量の出血の場合には、速やかに出血部を心臓より高く保持し、傷より心臓に近い動脈の部分を指ま

たはガーゼで圧迫する。包帯によって止血する時は、縛り方が強すぎると止血された部分の組織が破

壊されるので、強く締めすぎてはいけない。また、急ぎ 119 番通報を行い、病院に搬送する。 

・打撲傷は、患部を冷やすか、冷湿布をする。頭を打った時には外からみてなんとも無くても必ず医者

に見せること。 

・骨折の場合は、副木を当て医者に送る。副木は骨折部位の上下を包帯で固定し、骨折部は圧迫しない

こと。 

 

 感電した場合 

・スイッチを切るなどして、電気回路から解放する。電線を除去する場合は、完全に乾燥した棒、布、ま

たは断縁手袋を使用すること。 

・呼吸が止まっていれば人工呼吸をはじめ、脈がふれないときは心臓マッサージ、ＡＥＤを行うこと。 

人工呼吸は５秒に１回の間隔で空気を吹き込む。ハンカチなどで口を被い鼻をつまんで口から口へ空

気を送る。 
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 目に異物や薬品が入った場合 

(1)   異物が目に入ったとき：目を閉じるか、数回まばたきして、涙といっしょに異物を洗い流す。これ 

      が効果のないときは、顔を水につけ、まばたきする。手でこすってはいけない。取れない場合は、 

      至急眼科へ。異物が刺さっている場合は、そっと目をかくして眼科へ運ぶ。 

(2)   薬品が目に入ったとき：水道水に顔をつけるか、ヤカンにきれいな水を入れて（流水でもよい）、 

      それを目に注ぎ、徹底的に洗い流す（薬品の入っていない目は閉じておく）。応急処置後、必ずキ 

ャンパスライフ・健康支援センター健康相談室（伊都地区センターゾーン：内線 5881、外線 802-

5881、伊都地区ウエストゾーン：内線 3297、外線 802-3297、馬出地区：6889、外線 642-6889）あ

るいは病院に搬送する。休日や夜間に発生した場合は、下記の救急指定病院に連絡し、受診する。 

 

  救急指定病院 

昭和病院 福岡市西区大字徳永字大町 911-1 TEL：807-8811 

福岡豊栄会病院 福岡市西区田尻 2703-1 TEL：807-3567 

渡部整形外科クリニック 糸島市高田 4-9-1 TEL:322-1023 

糸島医師会病院 糸島市大字浦志 532-1 TEL：322-3631(休日・夜間急患 329-1190) 

誠心会 井上病院 糸島市大字波多江 699-1 TEL：322-3437 

九州大学病院 福岡市東区馬出 3-1-1 TEL：641-1151 

八木病院 福岡市東区馬出 2-21-25 TEL：651-0022 

 

 救急蘇生とＡＥＤ 

   (1)   救急蘇生について 

倒れている人に対して 

1）意識の有無を確認する  「大丈夫ですか？」 

意識がなかったら 

2）１１９番通報とＡＥＤの手配   「１１９番に通報してください。ＡＥＤを持ってきて下さい」 

3）気道を確保する        “下あごを持ち上げる。頭を後ろに反らす“ 

4）呼吸を確認する        “胸の動き、鼻息などを観察する” 

5）循環のサイン・せき・体動を確認する 

意識・呼吸・循環の兆候が無いときは 

6）ＡＥＤを試みる 

7）心臓マッサージを行う 

 

   (2)  ＡＥＤ（体外式心臓除細動器）について 

誰でも利用できる治療器具。 使用するのに特別な資格は不要、操作は簡単。 

ひとことでいえば、初めての人でもできる電気ショックの機械です。 
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AED 同封のイラストを参考に電源さえ入れれば、音声で使用方法を指示してくれます。 

機能：心室細動状態を電気ショックにより、正常の拍動へ回復させる。 

 

【伊都地区ウエスト１号館における AED の設置場所】 

C 棟 2 階 エントランスホール   B 棟 3 階 搬入用バルコニー前 

B 棟 4 階 搬入用バルコニー前   B 棟 5 階 搬入用バルコニー前 

B 棟 6 階 搬入用バルコニー前    B 棟 7 階 搬入用バルコニー前 

B 棟 8 階 搬入用バルコニー前   B 棟 9 階 搬入用バルコニー前 

B 棟 10 階 搬入用バルコニー前   D 棟 10 階  搬入用バルコニー前 
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 (3)  心臓マッサージについて 

心臓の位置に胸骨の下半分の真下、左右の乳頭の真ん中に 

垂直に重力をかける手を重ね、手首に近い手のひら部分で３～５cm 下がる程度に体重をかける 

１分間に 100 回を目安に心臓マッサージ１５回 + 人工呼吸２回 を繰り返す 

 

 避 難 

災害時に避難する場合は、常に周囲の人へ避難を呼びかけることを忘れぬようにすること。 

 

 火災 

(1) 火災等が初期消火では手に負えないと判断したときは、速やかに避難し、緊急連絡をとる。消火器で

初期消火が出来るのは壁の内装材が燃えている程度である。天井が燃えていると消火器での消火は難

しい。 

(2)  火災が天井に達したり、濃煙やガスのため、火元付近に近寄れなくなったときは速やかに室外に退避

し、緊急連絡をとるとともに安全な場所まで避難する。 

(3) 部屋から避難する際には、ガスの元栓を閉める。余裕があれば危険物の処理を行った後、部屋に人がい
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ないのを確認し、退出時には出入り口の扉は閉める。その際、カギはかけてはならない。 

(4)  火災発生等緊急時における避難の際は非常口表示灯を参考にする。 

(5) 廊下における避難路の選択は、アナウンス等の情報がない場合は、煙の動きをみて風上（煙の流れと

逆方向）に逃げる。室内での煙の速度は、縦方向は 3〜4m／s、横方向は 0.5〜0.8m／s である。 

(6) 煙が多い場所では、手拭いなどを口に当て、低い姿勢で避難する。煙が床まで下がるにはかなりの時

間がかかるので、冷静に行動する。 

(7) 廊下の防火扉は内側に人のいないことを確かめてから閉めるのが原則である。ただし、強く押すか引

くことによって再び開けることができる。 

(8)  エレベーターは、火災等の緊急時には停止させることになるので使わない。 

(9) 階段は煙の通路になり、危険が多い。平常から避難経路を考え、建物の構造、非常口などをよく調べ

ておく。 

(10) 非常階段、避難梯子その他が使用できない緊急の場合は、窓からテラスを伝って避難する。ただし、

テラスに手すりがない場合もあるので注意する。 

 

 

 地震 

(1) 地震の際は、まず揺れがおさまるまではテーブルや机の下に身をかくし、落下物や転倒物から身を守

る。可能であれば、火を消し、窓やドアを開けて、避難路を確保する。 

(2) 避難の方法等は火災時に準ずるが、建物の崩壊、壁の崩落、ガラスの散乱に注意を払って避難する。

地震後は、不用意に建物に立ち入らない。余震により、被害が拡大することに留意すること。 
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２.化学物質の安全な取り扱い 

 

2.1.一般的注意 

 不注意な実験ほど危険を伴うものはない。どんな小さな実験にも油断をしてはならない。事故の打撃は、

その当事者の物的、肉体的な面に止まらず、精神的な面にも影響が大きい。さらに、周囲の者にも同等以上

の影響を及ぼす。自分を傷つけ、他人まで巻き込むことを考えると、細心の注意を以て、正しいやり方で、

実験しないといけない。研究従事者は実験に際して以下の点を心掛ける必要がある。 

 

(1) 研究実験における事故防止並びに建物の効率的使用を図るため、常に実験台上、研究室内外の整理整

頓に努めること。 

(2) 実験室内に保管する物は、試薬、薬品、機器を問わず、地震などの不測の事態に備えて安全を確保す

ること。規制量以上の有機溶媒などの引火性物質や法令に定める危険物質は責任者の管理の下に、指

定された危険物保管庫に、整然と分類施錠して保管すること。 

(3) 劇物、毒物や、爆発性物質は研究室の保管責任者から手渡しの上、所定の注意事項を確認の上、使用

すること。毒劇物でなくても他の法規で厳重に取り締まられているものがある。これらは取り扱いに

注意するとともに使用記録をとっておくこと。 

(4) 危険あるいは有害な物質の取り扱いに当たっては、予め、その発火、爆発、燃焼の危険性（発火点、

引火点、混合爆発範囲など）や有害性（許容量、致死量）を十分調査した上で、想定される万一の場

合の対策および処置を検討し、必要な内外服用医薬、器具などを予め準備すること。 

(a) 引火物質に対する消火法 

(b) 劇毒物に対する除害、洗浄法 

(c) 揮発性悪臭物質および刺激性物質に対する除害、洗浄法 

化学薬品の製造・販売業者には、販売する薬品の SDS(Safety Data Sheet)を提供することが義務

付けられている。したがって、この SDS を予め熟読し、上記に関する情報を取得することに努め

ること。SDS は各試薬会社の CD 版カタログに収録されている場合が多い。また、（社）日本試薬

協会（会員登録 29 社(2020 年 2 月)）のホームページ中の SDS 検索（http://www.j-

shiyaku.or.jp/Sds）で簡単に閲覧できるので、この利用を勧める。各社の 

SDS には様々な化学物質の性質や有害性、適用法令他の情報がコンパクトにまとめられているが、

会社によって記載項目数や記述量がやや異なるため、知りたい情報が得られるまで丹念に検索し

ていただきたい。 

(5) 引火性の低沸点物質を冷蔵庫に保管する際には、必ず、防爆型機を使用すること。 

(6) 更に、実験に際しては、上記の注意事項に加えて、特に、以下の注意が必要である。 

(a) 実験時には必ず、保護眼鏡を着用すること。また、手袋、防災マスク、防毒マスク、金網、衝立

などの保護具を適切に使用すること。 

(b) 万一に備え、消火器の存在場所を確認しておくこと。特に発火の恐れのある実験を一般実験室で

行わないこと。 
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(c) 目や皮膚に薬品がついた時には 15 分以上洗うこと。軽度の火傷も同様である。それから病院に

行くこと。 

(7) 揮発性悪臭物質および刺激性物質が発生する実験においては次のことを遵守すること。 

(a) ドラフト内で行い、外気と遮断した装置を使用すること。 

(b) 実験装置から排出される悪臭または刺激性物は適切な除外、洗浄装置を通して実験装置外に導く

こと。 

(8) 危険の予想される実験は必ず複数の在室者がいる時に行うこと。 

(9) 化学薬品を取り扱うときは必ず白衣を着用し、ボタンをきちんと留めること（急な動作により、白衣

で実験台上のものを倒したり、吹き飛ばしたりすることを防ぐ）。薬品が付着した白衣は洗濯するこ

と。白衣を着たまま研究棟の外に出ないこと（微生物や動物を扱う場合も同様である）。 

 

2.2.発火性物質 

 発火の危険のある物質は非常に多い。一般に加熱、衝撃で発火するものと、接触、混合で発火するものが

ある。発火性物質には性質の違いにより自然発火性物質、禁水性物質、低温着火性物質、強酸化性物質およ

び強酸性物質の区分けがある。それぞれの物質について取扱法を述べる。 

 

2.2.1.自然発火性物質 

 空気に触れただけで、容易に発火あるいは発熱する物質であって、代表的なものとして、アルキルアルミ

ニウム類、アルキル亜鉛類、アルキルリチウム類などの有機金属化合物および還元ニッケル、還元パラジウ

ムなどがある。取り扱い上、以下の注意が必要である。 

(1) 空気に触れると発火することがあるから、窒素やアルゴンなどの不活性ガス中で取り扱うこと。 

(2) 溶剤などへの火源となることから、付近に溶剤を置かないこと。 

(3) 容器、シリンジ類はプラスチック製のものを用いないこと。 

(4) 有機金属化合物をシリンジで取り出す際、時として針先から発火する場合があるが（例えば、t—ブチ

ルリチウム溶液、トリアルキルアルミニウム原液、ジアルキル亜鉛溶液など）、決して慌てないこと。

液をこぼさない限り、 初の小発火のみでそれ以上燃え広がることはない。 

(5) 還元金属触媒下での水素添加反応中、反応の進行が止まった場合、水素雰囲気下の反応系中に触媒を

あらたに追加しないこと。必ず発火する。 

(6) 水素添加反応後、還元金属触媒を濾別する場合、濾紙の使用はできるだけ避けること。乾燥させない

ようにセライトカラムに通すとよい。 

(7) 水素添加反応後の還元金属触媒をけっしてゴミ箱に捨てないこと。エタノールあるいは水を満たした

容器内に回収保存すること。 

(8) 消火には粉末消火器あるいは防火用砂を用いること。ごく少量のときは大量の水がよい。 

 

2.2.2.禁水性物質 

 水と接触すると（時には湿った空気中で）発火したり、発熱したりする物質であって、代表的なものとし

て、ナトリウム、カリウムなどのアルキル金属、カーバイトのような金属炭化物、水素化リチウム、水素化
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ナトリウム、水素化リチウムアルミニウムなどの金属水素化物、有機リチウムなどの有機金属化合物及びナ

トリウムアミドがある。取り扱い上、以下の注意が必要である。 

(1) 水との接触は絶対避けること。 

(2) 溶剤などへの火源となることから、付近に溶剤を置かないこと。 

(3) ナトリウム、カリウムは石油中に貯蔵すること。ナトリウムの削りくずは石油中に貯蔵し、分解する

ときにはアルコール中に少量ずつ加え、発生する水素に引火しないようにする。カリウムでは t—ブ

タノールで同じ操作を窒素気流中で行う。 

(4) ナトリウム、カリウムを取り扱う場合、付近に低級ハロゲン化溶剤（クロロホルム、ジクロロメタン

など）を置かないこと。金属片が誤って溶剤の中に入ると爆発を起こす。 

(5) 金属水素化物を分解するときは、酢酸エチルの中に少量ずつ加えること。 

(6) 消火には粉末消火器あるいは防火用砂を用いること。注水したり、二酸化炭素消火器を使ったりして

はならない。 

 

2.2.3.低温着火性物質 

 低温着火性物質としてはマグネシウム、アルミニウムなどの金属粉及び黄リン、五硫化リンなどがある。

一般に強い還元性物質で、自身または酸化性物質と混合したものは、加熱、衝撃、摩擦等により発火する。

取り扱い上、以下の注意が必要である。 

(1) 加熱すると発火するので熱源、火気より遠ざけて冷暗所に保管すること。 

(2) 酸化性物質との接触をさけること。 

(3) 黄リンは空気中で発火するので pH7〜9 の水中に貯蔵すること。 

(4) 金属粉は、燃焼しやすく、いったん点火すれば消火し難いので注意すること。 

(5) 消火は注水消火でよいが、少量の場合を除き金属粉には水は不適で、粉末、二酸化炭素消火器あるい

は防火用砂を用いること。 

 

2.2.4.強酸化性物質 

 強酸化性物質としては、塩素酸塩、過塩素酸塩、過マンガン酸塩、硝酸塩、無機過酸化物、有機過酸化物

などがある。一般に加熱、衝撃、摩擦により容易に分解し、酸素を放出して可燃物を激しく燃焼させ、有機

物、還元性物質、と混合したものは発火、爆発の恐れがある。また、強酸類と混合すると自身で分解し爆発

することがある。有機過酸化物はそれ自身でも加熱、衝撃、摩擦により発火、爆発の恐れがある。取り扱い

上、以下の注意が必要である。 

(1) 加熱、衝撃で爆発するので火気、熱源より遠ざけて冷暗所に保管し、衝撃を与えぬようにすること。 

(2) 有機物、還元性物質、強酸性物質との接触をさけること。 

(3) 無機過酸化物は水で酸素を、希酸で過酸化水素を生じて発熱し、時には発火するので注意すること。 

(4) 過酸化物は、金属、金属塩との接触で激しく分解するものがある。鉄さび等の混入に注意すること。 

(5) アルカリ金属過酸化物は水と反応するので防湿に留意すること。 

(6) 消火は注水消火でよいが、アルカリ金属過酸化物には水は不適で、防水用砂を用いること。 
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2.2.5.強酸性物質 

 強酸性物質としては発煙硝酸、発煙硫酸、濃硝酸、濃硫酸、無水クロム酸などがある。これらの物質は、

有機物、還元性物質と混合すると発熱、発火することある。強酸化性物質と混合すると爆発の恐れがある。

取り扱い上、以下の注意が必要である。 

(1) 有機物、還元性物質、強酸化性物質との接触をさけること。 

(2) こぼしたときは、炭酸水素ナトリウムで覆い多量の水に溶かすこと。 

(3) 皮膚及び被服に付着しないように注意すること。付着したときは多量の水で洗う。 

(4) 消火には粉末消火器あるいは防火用砂を用いること。 

 

2.3. 引火性物質 

  空気に触れただけでは発火しないが、これに発火源があると、容易に燃焼する物質である。引火点が低い

ほど危険性が大きいが、高いものでも引火点以上に加熱したときは危険であるので注意すること。引火性物

質には性質の違いにより、特殊引火物、高度引火性物質、中度引火性物質、低度引火性物質の区分けがある。

それぞれの物質について取扱法を述べる。 

 

2.3.1.特殊引火物 

 20℃で液体、または 20〜40℃で液体になるもので、着火温度が、100℃以下、または引火点が-20℃以下

で、沸点が 40℃以下のもの。代表的なものとして、ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、ペ

ンタン、イソペンタン、エチルアミン、イソプロピルアミン、ギ酸メチル、イソプレン、酸化プロピレン、

ジビニルエーテル、コロジオン、ニッケルカルボニル、アルキルアルミニウムなどがあり、さらに、特別に

ガソリン(引火点約-43℃)も含まれる。火災は化学実験室で も多い事故であることを頭に入れ、これらの

物質を取扱う場合は、以下の注意が必要である。 

(1) これらのガスや蒸気の放出に十分注意すること。 

(2) 引火点、発火点、爆発限界などを知っておくこと。 

(3) 実験台に不必要な溶媒を置かないこと。 

(4) 着火温度および引火点が低くきわめて引火しやすいので、使用時は近くの裸火を消すこと。 

(5) 沸点が低く爆発限界が広いので、通風をよくし滞留しないようにすること。 

(6) 一度引火すると、爆発的に広がり消火しにくいので注意すること。 

(7) 溶剤容器の上部空間は、爆発空間に入っていることが多い。容器は密閉すると同時に、小出しのと

きは火気に特に注意すること。 

(8) 実験室内で多量に長期保存しないこと。 

(9) 消火器の存在場所を確認しておくこと。特に発火の恐れがある場合はあらかじめ身近に用意してお

くこと。 

(10) 消火には粉末、二酸化炭素消火器あるいは防火砂を用いること。注水消火は適当でないが、周辺の

可燃物の消火によい。 
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2.3.2.高度引火性物質 

 室温で引火性の高いもので、引火性が約 20℃以下のもの。代表的なものとして、石油エーテル、ガソリ

ン、石油ベンジン、リグロイン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ペンテン、ベンゼン、トルエン、o-キシ

レン、アルコール類（メチル-〜ペンチル-）、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、ギ酸エステル

（メチル-〜ペンチル-）、酢酸エステル（メチル-〜ペンチル-）、アセトニトリル、ピリジン、クロルベンゼ

ンなどがある。取り扱い上、以下の注意が必要である。 

(1) 引火点、発火点、爆発限界などを知っておくこと。 

(2) 実験台に不必要な溶媒を置かないこと。 

(3) 特殊引火物ほどではないが、引火性が高いので、火、電気スパーク、ハンドバーナーの炎、赤熱物

などを近づけないこと。近くの火気に注意し、直火での加熱など行わないこと。 

(4) 蒸気の比重が大きいので通風をよくし低所に滞留しないようにすること。 

(5) 消火には粉末、二酸化炭素消火器あるいは防火用砂を用いること。 

 

2.3.3.中度引火性物質 

 加温時に引火性の高いもので、引火点がほぼ 20〜70℃のもの。代表的なものとして、灯油、軽油、テレ

ピン油、キシレン、スチレン、アリルアルコール、シクロヘキサノール、ベンズアルデヒド、ギ酸、酢酸な

どがある。これらの物質を開口容器により加熱する時は蒸気の滞留に注意することが必要である。また、消

火には粉末あるいは二酸化炭素消火器がよい。 

 

2.3.4.低度引火性物質 

 強熱時に分解ガスによって引火するもので、引火点が 70℃以上のもの。代表的なものとして、重油、ク

レオソート油、スピンドル油、タービン油、変圧器油、テトラリン、エチレングリコール、ジエチレングリ

コール、アセト酢酸エチル、エタノールアミン、ニトロベンゼン、アニリン、o-トルイジン、重質潤滑油（ギ

ヤー油、モーター油など）、動植物油類（ナタネ油、大豆油、やし油など）がある。これらの物質は引火点が

高いので容易に引火しないが、一度燃えはじめると消火が困難になるので、加熱するときは引火点以上に加

熱しないようにするとともに、発生した蒸気に引火しないように注意することが必要である。また、消火に

は粉末あるいは二酸化炭素消火器がよい。 

 引火性・可燃性物質である一般溶剤の性状については表 2.1 に示す。 

 

 

表 2.1 一般溶剤の性状表 

 沸 

点 

 

℃ 

引 

火 

点 

 ℃ 

爆発限界 自然

発火

温度 

℃ 

蒸気 

比重 

(空

気) 

許容

限界

濃度 

mg/m3 

毒性 

上 

限 

％ 

下 

限 

％ 

ペンタン 30 -49  1.4  8.0 309 2.48 1800 (麻) 

ヘキサン 69 -23  1.2  6.9 260 2.97 180 (麻) (呼) 
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ヘプタン 98 -4  1.2  6.7 233 3.45 1600 (麻) (呼) 

ベンゼン 
80 -11  1.4  8.0 538 2.77 80 

○ △ ■  ( 麻 ) 

(呼) 

トルエン 111 4  1.3  7.0 552 3.14 370 ■ (頭) (目) 

キシレン 138 25  1.1  7.0 496 3.66 4335 (麻) (呼) 

塩化メチレン 40 - 12.0 19.0 662 2.93 1740 (麻) (目) 

クロロホルム 61 - - - - 4.12 50 ◎△■(麻) 

四塩化炭素 
77 - - - - - 65 

◎ △ ■ ( 麻 ) 

(呼) 

エチレンジクロリ

ド 
82 21  6.2 15.9 449 3.35 200 

(目) (皮) 

メタノール 65 18  6.0 36.5 470 1.11 260 ◎■(麻) 

エタノール 78 16  3.3 19.6 399 1.59 1900 (麻) 

２－プロパノ－ル 82 21  2.5  5.2 456 2.07 980 (麻) 

ジエチルエーテル 34 -45  1.8 48.0 180 2.55 1200 (麻) 

テトラヒドロフラ

ン 
66 -14  2.3 11.8 321 2.50 590 

(麻) (目) 

ジオキサン 
101 12  2.0 22.0 180 3.03 180 

(目) (頭) 毒性

あり 

アセトン 57 -18  2.6 12.8 538 2.00 2400 (頭) 

酢酸エチル 77 4  2.7 11.5 482 3.04 1400 (目) (呼) 

酢酸 
118 43  4.0 16.0 426 2.07 25 

△ (目) (皮) 

(呼) 

無水酢酸 

140 54  3.0 10.0 380 3.52 20 

○ (目) (皮) 

(呼) 

アセトニトリル 
80 6  4.0 16.0 524 - 70 

○ (目) (皮) 

(呼) 

二硫化炭素 46 -30  1.0 44.0 100 2.64 30 ○ 

DMSO 189 95  2.6 42.0 215 - - (皮) 

DMF 
153 58  2.2 15.2 445 -  30 

○ ( 目 ) ( 皮 ) 

(呼) 

HMPA 
233 105 - - - 6.18 - 

(目) (皮) 発癌

性あり 

◎ ：劇物, ○：一般有毒性物質, ■：特定有害物質, △：腐食性物質 

(麻)：麻酔, (頭)：頭痛, (目)：粘膜刺激, (皮)：皮膚炎症, (呼)：呼吸器炎症 
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2.3.5.爆発性物質 

 熱、火災、衝撃、摩擦により引火・爆発する物質であって、硝酸エステル (C-O-NO2) 、ニトロ化合物(C-

NO2)、 ニトロソ化合物 (C-NO) 、ジアゾ化合物 (-N=N-) 、ジアゾニウム塩 ([-N≡N]+Ｘ-) 、アジ化合物 

(RN3、 MN3) 、過酸化合物 (R-O-O-R, RCO-O-OR) 、ハロゲン酸誘導体 (HClO3, HClO4) 、アセチレン重金属

塩などがある。一般に、N-O，N=O，N-N，N=N，O-O，O-ハロゲン，N-S，N-ハロゲンなどの結合を多く有するも

のほど危険度が高い。また、そのもの自体では爆発の危険性はないが、貯蔵中に過酸化物ができて爆発を起

こす試薬がある。使用済み、あるいは長期間保存しているジオキサン、テトラヒドロフラン、ジエチルエー

テルなどは特に注意を要する。これらを不用意に濃縮してはならない。取り扱い上、以下の注意が必要であ

る。 

(1) 打撃、摩擦、過熱は起爆の直接原因になるので、このような処置を施さないこと。 

(2) 酸、アルカリ、金属、還元性物質などに触れると爆発することがあるので、不用意に混合しないこと。

特に、鉄サビ等が混入しないように注意すること。 

(3) 金属製スパチュラやすり合わせジョイントのあるガラス器具やグラスフィルターの使用を避けるこ

と。使用ガラス器具の切断面は炎でなましておく。 

(4) 実験衣、保護眼鏡、防災面、手袋などの個人保護具を着用すること。 

(5) ドラフト内で、安全ガラスか透明プラスチック製の衝立を間において操作すること。 

(6) 反応あるいは扱う物質の安全性の程度がわかるまでは小スケールで実験を行うこと。 

(7) その他、引火性物質に対するものと同様に注意すること。 

 

2.4.有毒物質 

 実験に用いる試薬のほとんどは有毒物質と考えてよい。許容濃度が定められていない物質も多数あるうえ

に、反応で生じた新規化合物については、一般に毒性についての情報が得られないことも多い。したがって、

試薬や生成物を不用意に手で触ったり吸入したりしないように十分注意しなければならない。毒性には、短

時間で中毒症状を起こす場合と、少量のばく露を繰り返し受けることで長時間後にその症状が現れる場合と

がある。また目や皮膚等に直接作用したときも、酸やアルカリのように急激な痛みを伴って付着した所が腐

食されたり刺激を受けたりする場合と、後でかぶれを生じる場合とがある。既知化合物のうち特に毒性が強

いものに、毒性ガス (許容濃度が 200mg／ｍ3以下のもの) 、毒物 (経口致死量が体重 1kg につき 30mg 以下

のもの) 、劇物 (経口致死量が 30～300mg のもの) がある。これら急性毒性物の他に慢性毒、発ガン性物質

についても取り扱いは十分に気をつけること。取り扱い上、以下の注意が必要である。 

(1) あらかじめ許容濃度などをよく調査し、認識しておくこと。 

(2) 有害無機物は一般的な化学知識から見当がつくことが多いが、有機物は類推が困難で、思いがけない

物が強い毒物であることもめずらしくないので、よく調べてから使用すること。 

(3) 保護眼鏡、防災面、防毒マスク、手袋などの個人保護具を着用すること。 

(4) ドラフト内で行うこと。ドラフト内でも有毒、有害なものをそのまま放出してはいけない。 

(5) 許容濃度の低いものは少しの洩れもないように注意すること。 

(6) 前もって研究室責任者に承認を得たうえで使用すること。また、同室者にもその旨を周知すること。 

(7) 多量の取り扱いは特に注意すること。 
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(8) 保護具を着用して有毒性物質の取り扱いを行っても、万一吸入したり、目や皮膚に付着したりした場

合には応急処置が必要である。一般的には目や皮膚に付着した場合には多量の流水で少なくとも 15

分以上洗うこと。それから状況により医師の手当を受けること。吸入した場合には直ちに現場より離

れ、体を毛布などで暖かくしておく。呼吸困難な場合には人工呼吸又は酸素吸入を行い、速やかに医

師の手当を受ける。 

(9) 有毒性の物質（毒物、劇物、有毒物質）は、「毒物」「劇物」と明記したラベルが貼付された施錠でき

る薬品庫に保管されているので、使用時には研究室教官に申し出ること。日付、使用者名、使用量等

を化学物質管理支援システムに入力する（次節 2.5 化学物質の管理について 参照）。毒物は使用簿

（紙媒体）にも記録する。なお、時々新たに毒物や劇物に指定される物質が出てくるので、指定され

たら速やかに当該物質としての保管および使用管理を行う。 

有害物質による人体への影響を表 2.2 に示す。 

 個々の危険物質については「実験を安全に行うために（第 8 版）」（化学同人）、「安全な実験室管理のため

の化学安全ノート」（丸善）、「有機化学実験のてびき」（化学同人）、「取り扱い注意試薬ラボガイド」（講談社）、

「先端技術産業における危険・有害化学物質プロフィル 100」（丸善）、Merck Index 等を参照すること。また、

関連する法令として消防法、毒物及び劇物取締法、公害対策基本法等がある。  

 

表２．２ 有害物質の人体への影響 

種 類 代 表 的 物 質 

a. 皮膚障害性 皮フ角化：ヒ素,コバルト,希アルカリ液など 

皮フ着色：ピクリン酸,硝酸液,ヨウ素など 

色素異常：タール,ピッチ,ヒ素など 

急性皮フ炎及び湿疹：酸,アルカリ,クロロジニトロベンゼン,ホルマリン,タール,ピ

ッチなど 

潰瘍：クロム,ニッケル,酸,アルカリなど 

毛髪及び皮脂線の病変：鉱油,タール,クロロナフタリンなど 

毛髪の病変：タリウム,マンガンなど 

爪甲及び周辺の病変：セレン,タリウム,フッ素など 

b. 粘膜障害性 おもに上気道をおかす：アルデヒド,アルカリ性の粉じん及びミスト,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,亜硫酸ガス,無水硫酸など 

上気道,肺組織をおかす：臭素,塩素,酸化塩素,臭化シアン,塩化シアン,メチル硫酸,

フッ素,ヨウ素など 

終末気道部および肺胞をおかす：三塩化ヒ素,過酸化窒素,ホスゲンなど 

c. 窒息性 単純性窒息：二酸化炭素,エタン,ヘリウム,水素,メタン,窒素,亜酸化窒素 

化学的窒息：一酸化炭素,シアン,シアン化水素,ニトリル,芳香族ニトロ化合物（ニト

ロベンゼン,ジニトロベンゼンなど）,芳香族アミン化合物（アニリン,メチルア

ニリンなど）,硫化水素など 

d. 麻酔性 ほとんどの有機溶剤ならびに多くの脂溶性固体には,程度の差はあるが麻酔性あり 

e. 神経系障害性 二酸化炭素,ハロゲン化炭化水素,メタノール,チオフェン,テトラエチル鉛,マンガ

ン,水銀など 

f. 肝・腎障害性 四塩化炭素,四塩化エタン,ヘキサクロロナフタレン,トリニトロトルエン,ジオキサ

ンなど,特に腎臓に対してはウラン,カドミウムなど 
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g. 血液障害性 ベンゼン,鉛,放射線,ホスフィン,アルシンなど 

h. 硬組織障害性 酸ミスト,黄リン,フッ素など 

i. 肺障害性 肺胞刺激性物質（肺浮腫,肺炎）,難容性粉じん（ジン肺）,遊離ケイ酸（ケイ肺）,石

綿（石綿肺）,タルク（タルク肺）,ロウ石（ロウ石肺）,アルミニウム（アルミニウム

肺）,石炭粉（岩肺）,黒鉛（黒鉛肺）,溶接じん（溶接肺）,ベリリウム（ベリリウム

肺）など 

 

有害物質は毒性が強く、表 2.2 のような局所的障害のみならず全身障害を与えるものが多い。近年、様々な

化学物質の健康障害リスク調査が加速度的に進んでおり、リスクが確認された物質が新たに毒物や劇物に指

定されるケースが増えている(今後「危険ドラッグ」と関連物質の有害物質指定が加速される)。 

例えば、表には記載されてないが、細胞生物学や化学の実験等にしばしば用いられる 2-メルカプトエタノ

ールは全身毒性が認められたため、平成 20 年 7 月 1 日付け毒物及び劇物指定令改正によって、濃度の高低に

かかわらず、これを含有するすべての製剤を含めて毒物に指定された。平成 25 年 7 月の同令改正では、クロ

トンアルデヒド、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、ブロモ酢酸エチル、クロロ酢酸メチルの 4 物質

及びこれらを含有する製剤が毒物に指定され、その他に劇物 2 物質、指定薬物 5 物質も毒物に指定された。

平成 26 年 11 月 1 日発効の一部改正された労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則等では、それまで有

機溶剤中毒予防規則の第一種や第二種有機溶剤等に指定されていたクロロホルム、ジクロロメタン、四塩化

炭素、1,４−ジオキサン、1,2−ジクロロエタン、スチレン、1,1,2,2−テトラクロロエタン、テトラクロロエチ

レン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトンの 10 物質に発がん性等が確認されたため、特定化学物

質障害予防規則の「特定化学物質第２類物質」の特別有機溶剤等に指定変更され、さらに、農薬や家庭用ス

プレー殺虫剤等に利用されているジメチル−２，２−ジクロロビニルホスフェイト（略称 DDPV、別名ジクロ

ルボス）の健康障害防止措置も義務化され、平成 27 年 11 月 1 日には、ナフタレン他 1 物質が特定化学物質

第 2類に追加されている。 

従来より指定の、及び新しく指定された有害物質の保管や取り扱い、使用量管理には細心の注意を払って

いただきたい。なお、法改正で新たに指定された有害物質や指定の変更等は事務部担当係を通じて通知され、

改正の内容や取るべき対応等が本学環境安全センターのＨＰの「化学物質管理」欄に掲載されるので、必ず

閲覧していただきたい (http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/04-chem.html)。 

 

 

2.5.化学物質の管理及びリスクアセスメントについて 

 九州大学では化学物質の全学的管理を行うため、学内ＬＡＮ利用の「化学物質管理支援システム」を導

入した（令和 2年 1月 10 日に新しいシステム（IASO R7）に移行）。化学物質管理支援システムの概要は、

当大学の環境安全センターが発行している「化学物質管理及び廃液・廃棄物処理の手引き」の 3ページ

（http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/05-link.html からダウンロード可能）の 
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「1.6 化学物質管理支援システム」を参照していただきたい。この手引き書は、日本語版と英語版の pdf ファ

イルが、環境安全センターＨＰの「資料・リンク」欄から入手できる。 

（http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/05-link.html）  

 システム生命科学府(W1)内の化学物質管理支援システムに関する問い合わせ先は、理学部等事務部の保全

係（TEL：092-802-4025 (内線：4025)）。 

 

 毒物、劇物、ならびにＰＲＴＲ法対象物質の管理（保管・使用）は、「化学物質管理及び廃液・廃棄物処理

の手引き」の「１. 化学物質の管理」の 1～2ページならびにＰＲＴＲ法対象物質の管理（1.7. ＰＲＴＲ法

対象化学物質）の記述に従って行う。 

 

●化学物質のリスクアセスメント  

労働安全衛生法第57条の改正によって、化学物質を取り扱う実験その他の作業を行う者に対する「化学物質のリス

クアセスメント」の実施が、平 成 28年 6月 1日 から義務化された。化学物質のリスクアセスメント実施義務の要点は、

下記の３点である。 

(1) 事前に作業者が、使用する化学物質の危険性、有害性および予想される健康障害の程度(リスクの程度)を調

査して見積もる(評価する)。 

(2) リスク事前評価の結果を基に、必要なリスク低減措置を施したのちに化学物質を取り扱う。 

(3) リスクアセスメントの実施結果を、作業者ならびに管理者の双方が記録・保管する（当面、研究室や係のレベル

で保管する。理学研究院では、現時点で保管場所や保管期間等に未確定事項がある）。 

 

 本学伊都地区では、平成 28 年 8 月と 9 月に開催された「化学物質の使用に関するリスクアセスメント等実施

基準に関する研修会」において、義務化の背景や具体的実施方法等が紹介された。 

リスクアセスメントの実施指針や、実施に利用できる電子ファイル(エクセル)等の関連資料一式は、環境安全センタ

ーHP 中の「化学物質管理」欄（http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/04-chem.html）に収納されているので、ダウンロ

ードしてご利用いただきたい。 

 

付 記：  

リスク事前評価の結果にかかわらず、有害物質を取り扱う際は、その蒸気や粉じんに作業者の身体が直接触れる

時間(暴露時間)を短くすること、すなわち呼吸(吸気)と皮膚からの浸透によって体内に取り込まれる有害物質の量を

ゼロにすることが求められているので、作業中のマスクや手袋等の保護具の着用や、局所排気装置等の排気設備内

での作業を励行していただきたい。 

なお、有害物質を使用する作業場や、有害な粉じんが発生する作業場では、作業環境測定(空気中の有害物質の

濃度測定)が年２回、夏季と冬季に実施されている。空気中の有害物質濃度を抑制して規制値を超えないよう作業環

境の整備に努めていただきたい。 
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３.廃棄物と排出水の処理 

はじめに 

3.1.1 大学の廃棄物・排出水と規則 

 地球環境保護の観点から、世界各国で環境保全関連の法律が加速度的に整備・強化されている。わが国で

は環境基本法に基づく水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法、土壌汚染対策法、廃棄物処理法等、及

びこれらの関連法案や地方自治体の条例等によって、有害物質の大気・水圏・土壌への排出時の、量的基準

の尊守や排出抑制のための適正な処理が義務づけられている。 

 大学の教育研究活動では多種多様な物質や物品が使用され、様々な廃棄物が生じる。これらの廃棄物は「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」及び同法施行令で「事業系廃棄物」として、以下のよう

に「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類される。さらに、産業廃棄物は有害性の有無により「特別管

理産業廃棄物」及び「その他の産業廃棄物」に分類されている。 

 

事業系廃棄物の分類 

 

● 事業系一般廃棄物  -------- 可燃ゴミ(無害物) 

 

● 産業廃棄物 

 

     ・特別管理産業廃棄物 ------- 廃油・廃酸・廃アルカリ(廃液・廃薬品類)、 

                   特定有害産業廃棄物(ＰＣＢ，アスベストなど 45 種類)、 

                   感染性医療廃棄物 

 

       ・その他の産業廃棄物 ------- ガラス・陶磁器くず、金属くず、ゴムくず、                             

                    廃プラスチック類、非感染性医療廃棄物、 

                    燃え殻、汚泥等 

 

 事業系一般廃棄物は、古紙、紙くず、木くず、生ゴミ等の一般的な無害可燃ゴミである。その他はすべて

産業廃棄物のため、有害物質含有の有無にかかわらず適正に処理する必要がある。このような背景から、当

大学では「九州大学給排水及び廃棄物管理規則」等の環境保全規則が制定され、廃棄物の処理方策や排出水

中の有害物質等の排出基準等が定められている。 

 

 システム生命科学府では様々な実験実習や研究が行われるため、廃棄物は組成が複雑なものが多い。環境

汚染を防ぎ安全な処理を行うには、排出者の学生、教職員が、個々の実験廃液や固形廃棄物等の毒性・危険

性等の性状を十分に認識し、的確な分別処理の実施が必須である。例えば、有害物を含む廃液や洗浄水は下

水道に流せないので廃液として適正に処理し、有害物が付着した固形廃棄物は無害可燃ゴミとして捨てられ
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ないので有害付着物として適正に処理する、等々である。特に、当大学から排出される排出水は福岡市の下

水道に排出されており、一般市民の健康・生活、自然環境を保護するための諸規則によって厳しい規制を受

けるため、排出者は有害物質を環境に排出しないように努める義務と社会的責任を負っている。もちろん日

常生活で生じる可燃ゴミや不燃ゴミ、食品や飲料等の容器類や大型ゴミの分別廃棄と再資源化(リサイクル)、

生活排水に油や有害物を流さないこと等は社会常識である。 

 本章では、システム生命科学府における実験廃液、排出水、廃薬品、及び固形廃棄物処理の概要を述べる

（放射性物質や生菌等を含む廃棄物は除く）。これらの適正処理に関する知識を持ち、規則に沿った正しい手

続きと処理を行って、有害物質を学内外の環境に排出しないよう心がけていただきたい。 

※一般的な有害物質の、量の判定基準を知る参考資料として、例えば大阪市環境局のホームページ中の「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律のしおり」の＜別表 判定基準＞等がある。 

（http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000009/9199/honbun.pdf）  

 

3.1.2.九州大学環境安全センター   

 当大学から排出される実験廃液の、効率的な一括処理を目的として設置された施設（以下、環境安全セン

ター）。学内から排出される数種の実験廃液の処理や、排出水中の有害物質含有量分析等の実務の他、学生や

教職員向けの講習会、施設見学会、分別不明廃液の分析・処理相談等、当大学の環境保全に関する業務を幅

広く行っている。 

 本章は、本学環境保全センター作成の「化学物質管理及び廃液・廃棄物処理の手引き」及び同センターの

ホームページに掲載されている各種廃棄物の処理方法等を基に記述した。廃液や廃棄物、排出水処理に関す

る本章の記述で不足・不明な点があれば、「化学物質管理及び廃液・廃棄物処理の手引き」や同センターホー

ムページを参照し、なお不明な点は、次節に記載した理学部等事務部の保全係または用度係、あるいは環境

安全センターの担当者に問い合わせること。 

 

化学物質管理及び廃液・廃棄物処理の手引き（日本語版、英語版） 

http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/05-link.html より pdf ファイルがダウンロード可能 

 環境安全センターのホームページと電話番号 

  URL： http:// kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp  

  TEL： 092-802-2591 （内線：伊都地区 2591） 

 

3.2.廃棄物処理の概要 

3.2.1.処理方法と事務担当 

 実験廃液や固形廃棄物の処理方法は、処理する場所により以下の４つに分類される。 

    ● 原点処理： 発生原点の研究室、部門等で適正に処理する。 

    ● 委託処理： 学外の産業廃棄物回収・処理業者に委託して処理する。 
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 原点処理はもちろん、委託処理を行う場合も、処理の 終責任は排出者にある。このことを十分に認識し

て、排出者は廃棄物を的確に分別し、前処理が必要な廃液や廃棄物は必ずそれを行って排出する。 

 

 システム生命科学府(W1)の廃棄物処理事務は、廃棄物の種類により保全係と用度係が分担している。本章

に記載した各種廃棄物のそれぞれに、担当係を記した。 

 大学で排出される実験系廃棄物を適切に処理するためには、その性状、毒性、危険性を もよく知ってい

る排出者と事務部担当係、事務部担当係と環境安全センターまたは学外委託処理業者との間の確実な受け渡

しが必須のため、事務手続きは遺漏無く確実に行っていただきたい。 

 廃棄物処理に関する事項は変更されることがある。変更点は担当係から書面、メール、ＨＰ等で通知され

る。事務手続きや排出方法等の不明な点は、下記に問い合わせること。 

 

    用度係  TEL：092-802-4021、4022 (内線：4021、4022) 

    保全係  TEL：092-802-4025 (内線：4025) 

 

その他の事業場の廃棄物処理事務 

キャンパス 建物 担当係 連絡先 

 

伊都地区 

ウエスト３号館 工学部等事務部経理課用度第二係 

工学系保全係 

092-802-2402 

092-802-2734 

ウエスト５号館 農学部事務部財務課用度係 

農学系保全係 

092-802-8306 

092-802-4517 

馬出地区 ウエストウィング棟 病院事務部経理課施設管理係 

理学系保全係 

092-642-5075 

092-802-4025 

 

3.2.2.ＰＣＢ廃棄物の処理 

 保全係が事務を担当している。現在、システム生命科学府にＰＣＢ廃棄物（ポリ塩化ビフェニル；特定有

害産業廃棄物）は保管されていない（届出されたＰＣＢ廃棄物は全て処分済み）。 

 ＰＣＢ廃棄物を保管する事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（以

下、「特別措置法」という。）により、保管状況を毎年度届出ることが義務づけられている。また、平成２８

年８月 1 日に特別措置法の一部を改正する法律が施行され、福岡市内の高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間が、

安定器等汚染物は令和３年３月末までとなっている（高濃度ＰＣＢを含有するコンデンサー、変圧器等廃棄

物の受け入れは平成３０年度末で終了）。 

 低濃度ＰＣＢ廃棄物についても、漏えい等のリスク軽減のため、令和９年３月末の期限までになるべく早

く処理していただく必要があり、ＰＣＢ廃棄物の処理推進に協力頂きたい。 

 変圧器、コンデンサー等に加え、蛍光灯の安定器（昭和５２年３月以前に建築された建物の照明にはＰＣ

Ｂ含有安定器が設置されている可能性有）等もＰＣＢを含有する可能性があるため、未届の物がないか確認
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を行い、ＰＣＢ含有の疑いがある機器等が発見された場合は、必ず保全係に連絡する。 

 

3.3.実験廃液と排出水の処理 

 まず 初に、有機溶剤や有害物を含む実験廃液は、絶対に排出水に排出してはならない (流しに放流しな

い) こと、放流してよいものは無害なことが明白な水溶液のみであることを知っていただきたい。 

 本節では、実験廃液等の分類、廃液の分別貯留、処理の事務手続きと留意事項、ならびに排出水の法的規

制、及び適正処理と留意事項等を述べる。なお、「処理」とは個々の廃液や排出水の具体的な処理方法ではな

く、前記 3.2.1 処理方法と事務担当、に記載の原点処理、委託処理を指す。 

 

3.3.1.廃液等の分類と処理及び事務担当 

有害物質を含む廃棄物は、法令によって適正な処理を行うことが義務づけられている。実験者

は、廃棄物がどのようなものであるかを十分認識し、その内容・性状に応じて適切に対応すべきで

ある。 

 表１は、実験廃液等の分類と処理等の概要をまとめたものである。詳細は、「化学物質管理及び廃

液・廃棄物処理の手引き」の 3.廃液・廃棄物の処理の該当箇所を参照する（41ページに、便利な廃液の分

類のフローチャートが記載されている）。 

ほとんどの廃液は発生原点の研究室等で分別貯留し、種類に応じて委託処理する。原点処理して

流しに放流してよいものは、表１の「酸、アルカリ系廃液(有害物質を含まない水溶液)」を適正に

中和処理した後の廃液のみである(後述の 3.3.3 排出水の適正処理 の(2)-(b) 排出水に排出可能

な廃液 を参照)。 

その他の水溶性無害物質廃液の排水への排出(流しに流すこと)の可否や、表１および「化学物質

管理及び廃液・廃棄物処理の手引き」に記載されてない有害物質や性状が不明な物質を含む廃液の

処理については、環境安全センターの担当者に問い合わせること。 

 廃液処理事務は、保全係と用度係が以下のように分担している。 

 

 保全係担当： 委託処理する５種類の無機系廃液のうち、シアン及びヒ素廃液（Ｂ）、フッ素廃液（Ｃ）、

重金属廃液（Ｄ-ａ）、有機物含有重金属廃液（Ｄ-ｂ）、写真定着廃液（Ｅ）、および委託処理する

有機系廃液のうち、ハロゲン系有機廃液（Ｈ-a）と、その他の有機廃液（Ｈ-b）の２種。 

（補足：無機水銀廃液（表１の分別記号Ａ）は、平成３０年度より「含水銀廃棄物」として年１回の

学外一括委託処理を行っている。） 

 詳細は、次節 3.3.2 の (5) 事務手続きと排出方法 を参照。 

  

 用度係担当： 「廃薬品」として委託処理する有機リン廃液、重金属含有機廃液、及び有害固形廃

棄物、並びに「含水銀廃棄物」として委託処理する水銀温度計等、水銀試薬、水銀付着物等、及び水
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銀系廃液（無機水銀廃液、廃棄有機物含有水銀廃液、有機水銀廃液）。 

 理学研究院等の廃薬品の処理は、後述の 3.4 廃薬品等の処理 を参照。 

 

表１．実験系廃棄物の分類と処理 
 

種別 
分別記号 

注１） 分別 対象と処理依頼時の条件注２） 処理方法 
容器貼付の 

テープの色 

水銀系廃液 

Ａ 無機水銀廃液 
有機物濃度が２g/L 以下の無機水銀

化合物の廃液 
委 託 赤 

 

有機物含有 

無機水銀廃液 

２g/L 以上の有機物を含む無機水銀

化合物の廃液 

委 託 

 

（含水銀廃棄物と

して） 

 

 有機水銀廃液 

フェニル水銀等の有機水銀化合物

の廃液 

委 託 

 

（含水銀廃棄物と

して） 

 

 

無機系廃液 
Ｂ 

シアン及び 

ヒ素廃液 

シアン及びヒ素化合物の廃液 

錯シアン廃液、有機物含むシアン及

びヒ素廃液も含む。 

委 託 青 

 

無機系廃液 

Ｃ 
フッ素廃液 

無機フッ素化合物の廃液 
委 託 茶 

 

無機系廃液 

Ｄ－ａ 重金属廃液 
有機物濃度が４g/L 以下の無機重金

属化合物の廃液 
委 託 黄 

Ｄ－ｂ 

水溶性有機物含

有 

重金属廃液 

キレート剤含有物廃液、または４

g/L 以上の有機物を含む重金属化合

物の廃液 
委 託 

黄及び斜め

に黒 

 

無機系廃液 

 
写真現像廃液 写真現像廃液 

委託（その他の 

有機廃液として） 
ドラム缶 

Ｅ 写真定着廃液 写真定着廃液 委 託 黒 

酸、アルカ

リ 

系廃液 

 
酸、アルカリ 

廃液 

有害物質を含まない酸、アルカリ廃

液。 
原 点 
注３） 

 

有機リン 

廃液 

 
有機リン廃液 

パラチオン、メチルパラチオン 

メチルジメトン、ＥＰＮの廃液 

委 託 

（廃薬品として） 

 

有機系廃液 

Ｈ－ａ ハロゲン系 

有機廃液 

ジクロロメタン、四塩化炭素等 

のハロゲン化有機溶剤の廃液 
委 託 ドラム缶 

Ｈ－ｂ 
その他の有機廃

液 

非ハロゲン系有機溶剤、有害有機物

水溶液、洗剤濃厚廃液、写真現像廃

液、第３，４石油類の廃液 

委 託 ドラム缶 

 重金属含有有機

廃液 
有害重金属を含む有機廃液 

委 託 

（廃薬品として） 

 

ＰＣＢ廃棄

物 

 ポリ塩化ビェニ

ル（ＰＣＢ） 

廃棄物 

ＰＣＢ   

有害固形 

廃棄物 

 有害物質含有 

固形廃棄物 

重金属等の有害物質を含む 

固形廃棄物 

委 託 

（廃薬品として） 

 

 
有害付着物 

重金属等の有害物質が付着した固

形廃棄物（可燃及び不燃） 
委 託 

ドラム缶 

無害固形 

廃棄物 

 不燃ごみ（ガラ

ス、陶磁器くず） 

試薬瓶、ガラス製実験器具、陶磁器

くず 
委 託 ドラム缶 

 実験系可燃ごみ 

（実験系廃プラ） 

プラスチック容器、ゴム手袋、廃プ

ラスチック類、絵筆 
委 託 ポリ袋 

注１）ゴシック体の分別記号Ａ〜Ｅは施設処理に出す際の分別記号。 
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   ２種類の有機廃液の分別記号 Ｈ-a、Ｈ-b は理学研究院の処理依頼書類上の分別記号。 

 注２）詳細は、「化学物質管理及び廃液・廃棄物処理の手引き」の 3.廃液・廃棄物の処理の該当箇所を参照

する。 

 注３）原点処理では中和作業が危険なため困難な場合は、「化学物質管理及び廃液・廃棄物処理の手引き」

の3.5廃液の分類と処理の該当箇所を参照する。 

 

3.3.2.廃液の分別貯留と排出方法 

(1) 分 別 

 表１に示されている 15 種類に分別して貯留する。表に記載されてない廃液は、「化学物質管理及び廃液・

廃棄物処理の手引き」の 3.廃液・廃棄物の処理の該当箇所を調べ、なお不明であれば、環境安全センターの

担当者に問い合わせる。 

 ※ 有機系廃液に、ジエチルエーテル等の特殊引火物（第２章 化学物質の安全な取り扱い の 2.3.1 特殊引

火物 を参照）を混入させてはならない。特殊引火物の廃液は廃薬品等として委託処理する（3.4 廃薬品等の

処理、を参照）。 

 

(2) 容 器 

 貯留時や運搬時に倒れにくいことから、当大学では角形の 20Ｌポリエチレン製容器（270×270×385mm 程

度、板厚 1.7mm 以上）を使用する。 

 

容器に関する留意事項 

 (a) 運搬中に廃液が外部に漏れる可能性がある密栓できない容器や破損した容器等を使用した場合、廃液

は処理されず排出者に差し戻される。 

 (b) 劣化して硬化し、もろくなったポリエチレン製容器は、貯留保管時や運搬時に破損する恐れがあるの

で使用しない。このような容器は洗浄し、無害なものは後述の「実験系可燃ごみ」、有害物が付着して

いるものは「有害付着物」とする（後述の 3.5.2  固形廃棄物処理の概要 の(2)有害付着物、及び (4) 

実験系可燃ゴミ を参照）。有害物の洗浄液は該当する廃液とする。 

 (c) 発生原点での貯留時には、廃液の性質や量によって安全性が確保できる他の容器を用いてもよい。た

だし、無機系廃液（シアン及びヒ素廃液、フッ素廃液、一般重金属廃液、有機物含有重金属廃液、写

真定着廃液）は、発生原点からの搬出時に角形 20Ｌポリエチレン製容器を使用する。貯留保管時もこ

の容器の使用を推奨する。 

 (d) 有期系廃液も角形 20Ｌポリエチレン製容器の使用を推奨する。なお、廃薬品として委託処理する廃液

の容器は、その性質や量により、貯留保管及び運搬時の廃液漏れや破損がなく安全性が確保できる容

器であればよい。 

 

(3) 容器の分別表示と記載事項 

 (a) 無機系廃液の容器 
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  1) 廃液の種類に応じて容器側面に着色粘着テープを一周巻き付ける。巻き付け位置は、テープの上端が

定格容量の20Ｌ付近になるようにする。テープの色は、表１右端の「容器添付のテープの色」欄を参

照。なお、有機物含有重金属廃液の容器は、側面に黄色テープを巻き付け、さらに上面に長さ15cm以

上の黒テープを斜めに貼付する。 

  2) 容器側面に部局名と部門名を記入する（記入例：理学研究院 〇〇学部門。記入した紙を貼付けてよ

い）。 

  3) 容器上面に研究室名、所属等整理番号、同種廃液の容器が複数個ある場合は通し番号も記入する（記

入例：〇〇〇研究室 410123 No.1。記入した紙を貼付けてよい）。所属等整理番号は、化学物質管

理支援システムの研究室ユーザーＩＤの６桁の数字（化学物質管理支援システムは、第２章 化学物

質の安全な取り扱い の2.5 化学物質の管理について を参照）。 

   以上の分別表示と記載事項にもれや不備がある場合、廃液は処理されず排出者に差し戻されることがあ

る。 

 

 (b) 有機系廃液の容器 

  1) ハロゲン系有機廃液（Ｈ-a）と、その他の有機廃液（Ｈ-b）については、(5)事務手続きと排出方法

（廃薬品等とする廃液をの除く）を参照。 

  2) 廃薬品として委託処理する廃液については、3.4 廃薬品等の処理、を参照。 

 

(4) 廃液の前処理 

 ほとんどの実験廃液は排出者自身が前処理を行って、 終処理が安全に行える状態にする必要がある。各

種廃液の含有物の種類や量、pH等の、処理依頼時の必要条件や前処理の方法と注意事項は、環境安全センタ

ーホームページの「無機系廃液」、及び「有機系廃液」、あるいは「化学物質管理及び廃液・廃棄物処理

の手引き」3.6 無機系廃液の処理、及び 3.7 有機系廃液の処理、を参照して確実に行う。 

 

前処理の留意事項 

 (a) 固形物の混入は、 終処理場の機器の故障や、燃焼処理過程での火災・爆発等の大事故の原因

になることがある。特に金属製やテフロン製の不燃物(小型マグネットバー等)の混入は絶対に

避ける。 

 (b) 廃液は 終処理の前に検査され、必要条件や注意事項を満たしてないものは処理されず排出者に差し

戻される。処理・排出方法等の不明な点は、環境安全センターの担当者に問い合わせること。 

 

(5) 事務手続きと排出方法（廃薬品等とする廃液を除く） 

 委託処理する５種類の無機系廃液と、ハロゲン系有機廃液、その他の有機廃液の２種類は、毎週月曜日と

金曜日の午後３時から４時の間に、保全係に必要書類を提出した後、廃液の一時保管場所(廃液保管庫、本章
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末の地図を参照)に持ち込む。 

 以下に具体的な事務手続きと排出方法等を述べる。 

 

 (a) ５種類の無機系廃液 

  保全係ホームページ（理学部等事務部ホームページ内）から「無機系廃液処理依頼伝票」のエクセルフ 

ァイルをダウンロードして必要事項を記入し、印刷物を保全係に提出したのち、容器を廃液保管庫に置く。

これらは月１回（基本：毎月第 1木曜日）搬出されて処理される。 

     Ｂ：シアン及びヒ素廃液に限って、２０Ｌ廃液容器ごと処分される。こちらの新しい２０Ｌ廃液容器

は、翌月の集荷までに環境安全センターで用意し引き渡される。（＊新しい容器の引き渡し方法につ

いては、環境安全センターと各研究室の間で個別に行う。） 

上記Ｂ以外の廃液ポリタンクは、廃液保管庫にて産廃業者トラック積載の廃液タンクへ取り出され

る。この廃液ポリタンク空容器は、その場で返却され廃液保管庫内に収納されるので、排出者は７日

以内に、空容器を回収する。 

 

 (b) ハロゲン系有機廃液、その他の有機廃液 

  1) 保全係ホームページ（理学部等事務部ホームページ内）から「有機系廃液処理依頼伝票」のエクセ

ルファイルをダウンロードして必要事項を記入し、印刷物を保全係に提出したのち、廃液保管庫に持

ち込み、それぞれ「ハロゲン系有機廃液」、「その他の有機廃液」と表示された場所の 200L ドラム缶

に、備え付けの漏斗やポンプを使用して移す。空容器は持ち帰る。これらは毎月（基本：月の 終水

曜日）搬出されて処理される。 

 

  2) 廃液を移し終わったらドラム缶に蓋をするが、蓋はゆるく締める（決してきつく締めてはならない。

密閉すると揮発性有機溶剤の熱膨張と気化によってドラム缶が破損して廃液が漏出することがある）。 

 

3.3.3.排出水の適正処理 

(1) 排出水と法的規制 

 当大学（伊都キャンパス）では、生活排水・実験排水を給水センターにて再生処理し、実験用水とトイレ

用水として再利用している。使用済のトイレ用水が福岡市の公共下水道に放流される。なお、理学研究院等

の実験排水は、ｐｈ槽を通過した後、雑排水本管に合流し、上記、給水センター再生処理施設に流れている。

排出水に含まれる物質やその量などは、公共下水道に放流する場合は下水道法、海や河川等の公共水域に流

す場合は水質汚濁防止法の厳しい規制を受け、もちろん理学研究院等の排出水も規制対象である。 

 表２は、下水道法と水質汚濁防止法各々の規制対象項目と、それらの含有量等の基準値である。下水道法

の基準は「下水道排除基準」、水質汚濁防止法は「排水基準」と呼ばれる。基準値は含有量の上限であり、す

べての項目は基準値を越えてはならない（pH は範囲内に収まっていること）。 
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 下水道法の規定により、伊都キャンパスから下水道に排出される排水は定期的に検査されている。基準値

を超えた排除基準違反項目があれば、福岡市下水道局から大学に通知されて水質改善を求められる。有害物

質の排除基準違反があった場合は、立入調査と行政指導を受けることがあり、改善されなければ下水道への

排除停止（放流禁止）となる。カドミウムや水銀、鉛等の有害重金属の場合は、排水管の洗浄や取替えに至

り莫大な費用がかかる。排出水を下水道に放流できなくなると、他の部局の業務にも多大な悪影響が及ぶ。 

 以上のことを十分に認識して、実験排水や廃液はもちろん、日常生活から出る廃食用油や大量の洗剤等も、

決して流しに放流しないよう常に気を配っていただきたい。 

 なお、システム生命科学府(W1)の排出水関係事務は、保全係が担当している。 

 

その他の事業場の排出水関係事務 

キャンパス 建物 担当係 連絡先 

伊都地区 ウエスト３号館 工学系保全係 092-802-2734 

ウエスト５号館 農学系保全係 092-802-4517 

馬出地区 ウエストウィング棟 理学系保全係 092-802-4025 
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表２．下水道排除基準 及び 排水基準 

 
   ※ゴシック体の項目は揮発性有機化合物。当大学の排出水では、これらの揮発性有機化合物 

    以外に、クロロホルム、トランス -1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジク  

    ロロベンゼン、トルエン、キシレンの含有量も検査されている。 

 

以

外

に

、

ク

ロ

ロ

ホ

ル

ム

、

1

ロ

エ

ベ

ン

ゼ

ン

、

ル

エ

ン

、

キ

シ

含

項     目 下水道排除基準（下水道法） 排水基準（水質汚濁防止法）  

  カドミウム及びその化合物        0.03  mg／L 以下        0.03  mg／L 以下 

  シ ア ン 化 合 物         1     〃        1    〃 

  有 機 リ ン 化 合 物         1     〃        1    〃 

  鉛 及 び そ の 化 合 物         0.1    〃        0.1   〃 

  六 価 ク ロ ム 化 合 物        0.5    〃        0.5   〃 

  ヒ 素 及 び そ の 化 合 物         0.1     〃        0.1   〃 

  水 銀 及 び そ の 化 合 物         0.005   〃        0.005   〃 

  ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 検出されないこと 検出されないこと 

  Ｐ Ｃ Ｂ 0.003  mg／L 以下 0.003  mg／L 以下 

  ダ イ オ キ シ ン 類 10  pg／L以下 — 

  ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン         0.1  mg／L以下        0.1  mg／L以下 

  テトラクロロエチレン         0.1     〃        0.1     〃 

  ジ ク ロ ロ メ タ ン         0.2     〃        0.2     〃 

  四 塩 化 炭 素         0.02    〃        0.02    〃 

  1,2－ ジ ク ロ ロ エ タ ン         0.04    〃        0.04    〃 

  1,1-ジクロロエチレン         1     〃        1     〃 

  ｼｽ－1,2 ジクロロエチレン         0.4     〃        0.4     〃 

  1,1,1-トリクロロエタン         3       〃        3       〃 

  1,1,2-トリクロロエタン         0.06    〃        0.06    〃 

  1,3-ジクロロプロペン         0.02    〃        0.02    〃 

  チ ウ ラ ム         0.06    〃        0.06    〃 

  シ マ ジ ン         0.03    〃        0.03    〃 

  チ オ ベ ン カ ル ブ         0.2     〃        0.2     〃 

  ベ ン ゼ ン         0.1     〃        0.1     〃 

  1 , 4 , - ジ オ キ サ ン        0.5    〃        0.5   〃 

  セレン及びその化合物         0.1     〃        0.1     〃 
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有

量

も

検

査

  ホウ素及びその化合物 
別府, 伊都地区：230 mg/L 以下 

その他の地区 ：  10 mg／L 以下 

海域に排出： 230 mg／L 以下 

海域以外の水域：10 mg／L 以下 

  フッ素及びその化合物 
 別府, 伊都地区：15 mg/L以下 

 その他の地区 ：  8 mg／L 以下 

 海域に排出： 15 mg／L 以下 

 海域以外の水域：8 mg／L 以下 

  アンモニア、アンモニア化合物、 

  亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

 

              — 

アンモニア性窒素に 0.4 を乗じた
もの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒
素の合計量 100 mg／L 以下 

    フ ェ ノ ー ル 類          5  mg／L 以下         5  mg／L 以下 

  銅 及 び そ の 化 合 物          3     〃         3     〃 

  亜 鉛 及 び そ の 化 合 物          2     〃         2     〃 

  鉄 及 び そ の 化 合 物         10     〃        10     〃 

  マンガン及びその化合物         10     〃        10     〃 

  クロム及びその化合物          2     〃         2     〃 

  水素イオン濃度（ｐＨ）        5 以上 9 以下 
海域に排出： 5.0以上9.0以下 

海域以外水域：5.8以上8.6以下 

  生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）       5日間に 600 mg／L以下        160  mg／L以下 

  化学的酸素要求量（ＣＯＤ）              —        160  mg／L 以下 

  浮 游 物 質 量（ＳＳ）         600  mg／L 以下        200  mg／L 以下 

  n-ﾍｷｻﾝ抽出 

  物質含有量 

鉱  油  類          5  mg／L 以下          5  mg／L 以下 

動植物油脂類 60（別府地区：30）mg／L 以下          30  mg／L 以下 

  大 腸 菌 群 数               — 日間平均 3,000 個／cm
3
 以下 

  温 度        45 ℃ 以下              — 

  ヨ ウ 素 消 費 量        220 mg／L 以下              — 

 窒 素 含 有 量 — 120  mg／L以下  

  リ ン 含 有 量 — 16  mg／L以下  
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(2) 排出水の処理 

 (a) 有害物質排出時の措置 

  有害物質は決して放流してはならないが、誤って流しに有害な薬品や廃液等を放流してしまった場合は、

その流しの使用を停止して水を流さないようにし、速やかに保全係に知らせること。 

 

 (b) 排出水に排出可能な廃液 

  実験廃液のうち原点処理して流しに放流してよいものは、中和処理された、有害物質を含まない塩酸や

硫酸等の一般的な酸廃液、及び水酸化ナトリウム等の一般的アルカリ水溶液の廃液に限られる。有害物質

とは重金属や有機物等であり、これらを含有しないことが放流の条件であるが、さらに下記 1) 〜 3) の

条件も満たす必要がある。 

          1) 中和後の pＨ は 5.8 以上 8.6 以下であること（水質汚濁防止法の排水基準を守る）。 

2) 中和で生成した塩の濃度が５％ 以下になるように、水で十分に希釈して放流する。 

3) 中和で不溶性の沈殿が生じた場合は、沈殿を濾取して濾液を排出する。濾取した固体は乾燥し

て、次節 3.4 の「廃薬品等」（3.4.1 の(2) 廃薬品の分類のＢ分類、または 3.5.2 の「実験系固形

廃棄物」の(2) 有害付着物として取り扱う。 

中和作業時の注意事項 

  酸廃液は炭酸ナトリウムや重曹、アルカリ廃液は希塩酸等で中和する。中和作業中の急激な発熱や発泡

による廃液の飛散がないように、廃液は水で十分に希釈して中和する。特に、濃厚な硫酸廃液を水で希

釈する場合は、急激な発熱が起こらぬように、大量の水に硫酸廃液を少量ずつゆっくりと注ぎ入れてか

き混ぜながら希釈した後、中和処理する (氷水を用い、希釈及び中和作業中も氷を補充して液温の急上

昇を抑えるとよい)。 

 

 (c) 上記以外の酸、アルカリ系廃液の処理 

    1)強酸や強アルカリの中和作業では発熱やガスの発生があり危険な場合は、他の廃液等を混ぜずに、酸

廃液は「重金属廃液」、アルカリ廃液は「シアン廃液」の分類で委託処理する。 

  2)水溶性有機物を含む酸・アルカリ廃液は、pH5 以上として「その他の有機廃液」とするか、中和作業が

困難な場合には、酸廃液は「水溶性有機物含有 重金属廃液」、アルカリ廃液は「シアン廃液」（pH>10）

とする。 

  3)濃硫酸、濃塩酸等の廃酸は、そのまま「廃薬品（Ａ分類）」での処理か個別委託処理とする。 

  ※「化学物質管理及び廃液・廃棄物処理の手引き」の 3.5 廃液の分類と処理の該当箇所を参照する。 

 

(3) 排出水中の有害物質の例 — ジクロロメタン 

 ジクロロメタン(分子式：ＣＨ２Ｃｌ２)は塩化メチレンとも呼ばれ、大学や産業界で化学合成の溶媒や化

合物の抽出に広く利用されるハロゲン化(塩素化)有機溶剤であり、一般社会で有害性が良く知られているク

ロロホルムと同類の化合物である。沸点は常圧下で 39.7℃と低く、揮発性が強く蒸気は独特の臭いがある。

密度は常温で 1.33 g/cm3 と水より重く、水に注ぐと沈んで容器の底に滞留する。 
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 ジクロロメタンの容器ラベルには労働安全衛生法第５７条の規定により「有害性」の表示がある。この

化合物は、生物が蒸気を吸入したり、皮膚に触れたり飲み込んだりすると突然変異が誘発され、変異が次世

代まで続く危険性が高い「変異原性」や「刺激性」等がある。さらに、近年「発がん性」も確認され、平成

26 年に有機溶剤中毒予防規則の第二種有機溶剤から、より重篤な健康障害誘発の危険性が高い特定化学物

質(同障害予防規則の「特定化学物質第２類物質」)に指定が変更されたので、ジクロロメタンの取り扱いは、

より慎重に行わねばならない。 

  一般に、ジクロロメタンは水と混合しないと思われているが、これは誤りであり、25℃の水 1Ｌ に 9.8 

mL (13.0 g) も溶け込む (表２のゴシック体で書かれた項目の有害有機化合物はすべて水に溶け込むため

規制を受けている)。 

 ジクロロメタンの下水道排除基準値は 0.2 mg/L である。この基準値は、「6700 L (6.7 トン) もの大量

の水にわずか 1 mL (1.33 g) のジクロロメタンを溶け込ませた時の値」あるいは「小型注射器の細い針先

から出る１滴はおおむね６〜１２マイクロリットル (0.000006 〜 0.000012 L) 程度であり、その１滴の

ジクロロメタンを濃度 0.2 mg/L の水溶液にするには水が 40〜80 L 必要」と表現すると、非常に厳しい規

制値であることが理解できるであろう。  

 ガラス器具等の容器からジクロロメタンを取り出した後に、容器の内側には「濡れ」のかたちで少量のジ

クロロメタンが残る。その容器をすぐに流しで水洗いしたり、水を溜めた洗い桶に入れた後に、桶の水を流

すと下水道排除基準値を大きく超える法律違反を犯すことは明白である。さらに、排気装置を用いてジクロ

ロメタンを使用しないと、実験者自身はおろか、その子孫にまで健康被害が及ぶ可能性がある。 

 有害物質の数は非常に多い。有害物質を取り扱う際は、その性状を知り、安全な取り扱いと排出について

常に気を配る必要があることを十分に認識していただきたい。 

 

 有害物質は第２章を参照していただきたい。なお、物質の性質や有害性等の調査は、第２章（2.1 一般的

注意 の(4)-(c)）に紹介されている（社）日本試薬協会の SDS 検索（http://www.j-shiyaku.or.jp/Sds）の

利用を勧める。 

 

(4) 排出水と実験器具等の洗浄 

 排出水中への有害物質の混入は、実験終了後の有害物質が除去されてない器具や、内容物を使い切った直

後の薬品瓶や注射筒、注射針等を流しで水洗いしても起こる。 

 理学研究院等では多種多様な材質・形状・容量の実験器具等が使われ、洗浄方法も千差万別のため、ここ

では少量の有害物質が残留した実験器具等のうち、 終的に流しで水洗いされるものの一般的な洗浄方法と

留意事項を記す。なお、「水洗い」とは、直接水道水を当てたり、ブラシやクレンザー等の洗剤を用いる器

具洗浄のことである。 

 

 (a) 残留有害物質の除去 

  容器に残留する物質は固体か液体である。残留物の主体は無害物質でも、有機溶剤等の有害有機物や、

重金属等の有害無機物を含んだ状態では有害物質となる。残留有害物は、それが良く溶けるか良く混合する
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液状物質(水または有機溶剤)に溶解または混合させて除去し、洗浄液は該当する廃液の分別貯留容器に入れ

る。固体の有害物質は容器から取り出して適切に処理する。強固な付着等により除去できない場合は、容器

ごと「有害固形廃棄物」として処理する。 

 有害物質が除去されたことを確認したのち、つぎの(b)の洗浄処理を行う。 

 (b) 有害物質除去後の洗浄 

1) 除去に水を用いた場合は、流しで水洗いする。 

2) 水と良く混合する有機溶剤を用いた場合は、適量の水で３回以上丁寧に洗浄して有機溶剤を除

去し、洗浄水は「その他の有機廃液」とする。その後に流しで水洗いする。 

3) 水と混合しない有機溶剤を用いた場合は、メタノール、エタノールやアセトンで３回以上丁寧

に洗浄して有機溶剤を除去し、次に水で３回洗浄してメタノール、エタノールやアセトンを除く。

洗浄液と洗浄水は「その他の有機廃液」とする。その後に流しで水洗いする。 

 

 (c) 有機溶剤による有害物質除去後の留意事項 

1) 有害物質除去後の一連の洗浄過程を省略したり、除去、洗浄を丁寧に行なうことなく、すぐに水を溜

めた洗い桶に入れたり、流しで水洗いしてはならない。 

2) 有害物質除去及び洗浄直後の器具等はそのまま乾燥させず、水による 終洗浄を行ったのち流しで

水洗いする(そのまま乾燥せざるを得ない器具を除く)。 

3) 有害有機溶剤等を含んだ状態の無害固体物質を、有害物の除去処理を行わずにそのまま流しに捨て

てはならない。有害物を含有する無害固体物質は、双方の物質の性状に応じた適切な処置を施して

廃液とするか、処理が困難な場合は「廃薬品」とする。 

4) 揮発性有機溶剤を用いる有害物質の除去作業は、ドラフトチャンバー等の局所排気装置を使用して

行うことが望ましい(メタノール、エタノールやアセトンも含む)。残留物がジクロロメタン、クロロ

ホルム、ベンゼン、トルエン等の有害性が高い溶剤であったり、これらの有害溶剤を残留物の洗浄除

去に使用せざるを得ない場合は、必ずドラフトチャンバー等の局所排気装置を使用して行う（活性

炭入りマスク等の保護具も着用することが望ましい）。 

 

3.3.4.揮発性有機溶剤蒸気の排出抑制 

 有害溶剤蒸気の混入による排出水の汚染防止、及び大気中への拡散による室内の空気環境汚染と実験者

等の健康被害防止のため、揮発性有機溶剤はドラフトチャンバーや局所排気装置等を使用して取り扱い、大

気汚染防止の観点から蒸気の排出量を極力抑制する。揮発性有機溶剤を使用する際は以下の措置を講じるこ

と。 

 (a) 減圧下の蒸留や溶液の濃縮、吸引濾過等には、水道の蛇口に直結する水流アスピレーターの使用は 

 禁止する。 

 (b) 蒸留や濃縮等は常圧で行うことが望ましい。真空(減圧)ポンプを用いて減圧下で行う場合は、必ずコ 

ールドトラップ等のガストラップを装着し、蒸気を液化して捕集する。ポンプの排気はドラフトチャ 

ンバー等の排気装置に排出する。ポンプ排気中に蒸気が含まれる場合は、大気汚染の元にならないよ 

うガストラップを用いて捕集する等の配慮をしていただきたい。 
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3.4.廃薬品等の処理 

 廃薬品とは、使用予定がなく処分したい不要な薬品や合成した化合物のことである。学外に一括委託処理

する廃薬品については、環境安全センターのホームページに資料があるので、そちらを確認すること。不明

点があれば、環境安全センターの担当者に問い合わせること。 

 

3.4.1.廃薬品等の処理の概要 

(1) 事務担当と委託処理事務の流れ 

 システム生命科学府(W1)の廃薬品等処理事務は用度係が担当し、3.4.2 の廃液処理は保全係が担当してい

る。なお、廃薬品等の処理法や廃棄場所は、各地区の事業場毎に異なるため、各地区のルールを確認の上、

遵守すること。 

 

その他の事業場の廃薬品等処理事務 

キャンパス 建物 担当係 連絡先 

 

伊都地区 

ウエスト３号館 工学部等事務部経理課用度第二係 

工学系保全係 

092-802-2402 

092-802-2734 

ウエスト５号館 農学部事務部財務課用度係 

農学系保全係 

092-802-8306 

092-802-4517 

馬出地区 ウエストウィング棟 病院事務部経理課施設管理係 

理学系保全係 

092-642-5075 

092-802-4025 

 

(2) 廃薬品の委託処理の流れ 

 廃薬品は年１回、１１月以降に一括集荷で処理される（不明薬品の回収は廃止）。搬出日まで発生原点で保

管する。 

 例年、６月下旬頃に用度係から関係各部門の事務室を通して、電子メール等で記入例・解説付きの「廃薬

品等処理依頼リスト」が送付される。申込者は、環境安全センターのホームページ（「固形廃棄物」の廃薬品

等）あるいは環境安全センター発行の「廃液・廃棄物処理の手引き」を参照して、廃薬品等の分類や容器の

表示（記号、通し番号付け等）を的確に行い、７月下旬頃に申込書を用度係に提出する。集荷日時と場所は

１０月下旬頃に通知される。集荷は例年１１月以降。集荷当日は、集荷時の注意事項を守って搬出すること。 

 不明薬品（容器ラベルが剥げていたり、ラベルの文字が読み取れない等で、化合物名が不明なもの）の委

託処理を希望する場合は、用度係に相談すること。 

 やむをえず、一括集荷時期以外に廃薬品等の委託処理を希望する場合も、用度係に相談すること。 

 

(3) 廃薬品等の分類 

 次の Ａ、Ｂ、Ｃ の３種類に分類する。 
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  Ａ分類： 廃薬品  購入時の容器にそのまま入っている薬品（使用、未使用にかかわらない）。 

  Ｂ分類： 有害物質含有固形廃棄物  実験で発生した生成物、汚泥、購入時の容器から他の容器に小分

けした薬品、有機物含有水銀廃液、有機水銀廃液、有機リン廃液、重金属含有有機廃液、および重金属等

の有害物質を含む固形廃棄物。ジエチルエーテル等の特殊引火物（第２章 化学薬品の安全な取扱い の

2.3.1 特殊引火物 を参照；ガソリンも含まれる）の廃液も、この分類に含まれる。 

  Ｃ分類： アンプル瓶・スプレー缶・小型密封容器等の薬品瓶以外の容器の廃薬品  胴部より上の細く

なった部分の長さが１５ｃｍ未満のガラス製アンプル容器に封入された薬品、実験用スプレー缶や金属製

容器に封入された特殊なガスや試薬等の薬品。なお、通常の高圧ガスボンベはこの分類に含まれない（実

験用の廃ボンベは「廃薬品等」ではない）。 

 

  ※ 胴より上の細管部が１５ｃｍ以上のガラス製アンプルの場合は、運搬時の破損の可能性が高く処理が

不能であるが、内容物を他の容器に移し替えることができれば処理が可能。 

  ※ ガスボンベは購入先に引き取ってもらうことが望ましい。 

 

(4) 貯留・保管時の留意事項 

 (a) 廃薬品として処理する廃液、不要な薬品、合成化合物の容器は、その性質や量により、貯留保管及び

運搬時の漏れや破損がなく安全性が確保できる容器であればよい。有毒、爆発、発熱等の危険性が高

い薬品は容器を二重にしたり（例えば、ガラス容器を金属製の缶に入れる）、丈夫な厚手のビニール袋

に入れる等の安全措置を講じて、搬出日まで厳重に保管する。特に、アンプルに入っている薬品は危

険性が高いものが多い。危険性が不明な廃薬品については、環境安全センターに問い合わせること。 

 (b) 容器のラベルが剥げていたりラベルの文字が読み取れない等で、化合物名が不明なもの（不明薬品）

は一括集荷の対象外であるため、不明薬品が発生しないよう、薬品は適切に管理すること。不明薬品

の原点処理は出火や爆発などの事故につながりかねないので、絶対に行ってはならない。 

 (c) 不明薬品や、危険性が不明な廃薬品を廃液として、委託処理する５種類の無機系廃液に混入させたり、

廃液保管庫の有機系廃液集積容器(200L ドラム缶)に入れてはならない。出火や爆発などの事故の元に

なる可能性が高い。 

 

3.4.2.廃液として処理できる廃薬品と処理方法  

事務担当係：保全係 

 化合物名が判明しており、化学反応性・危険性が低いか無いことが明白な廃薬品に限り、下記のいずれか

の方法で廃液として処理してよい。廃液処理については、3.3 実験廃液と排出水の処理、を参照。 

 

 (1) 有機溶剤、有機系薬品 

   一般的な有機溶剤は、「ハロゲン系有機廃液」あるいは「その他の有機廃液」の該当する廃液として

処理する。水溶性また脂溶性の固体有機系薬品は、水またはアルコール等の一般的な有機溶剤に溶かし
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て十分に希薄な溶液とし、「その他の有機廃液」として処理する。 

  ※ 禁水性などの化学反応性が高い薬品は必ず廃薬品として処理し、決して原点処理してはならない。特

殊引火物（第２章 化学物質の安全な取り扱い の 2.3.1 特殊引火物 を参照；ガソリンも含まれる）の

溶剤とその廃液も必ず廃薬品として処理し、決して「その他の有機廃液」として廃棄してはならない。 

 (2) 水溶性の、重金属を含む無機塩類 

   水に溶かして「重金属系廃液」として委託処理する。廃液にする場合は、3.3.1 廃液等の分類と処理及

び事務担当 の表１の「対象と処理依頼時の条件」を守ること。 

 (3) 他の化合物（重金属や有機物等）を含まない酸・アルカリ廃薬品  

   塩酸、硫酸、硝酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の、一般的な酸・アルカリの廃薬品は、水で

希釈あるいは水溶液にして「酸、アルカリ系廃液」とし、中和して原点処理する。処理方法は、3.3.3 排

出水の適正処理 の(2)-(b) 及び (2)-(c)を参照。大量にある等の理由で、原点処理（中和処理）が困難

な場合は環境安全センターに相談する。 

  ※ 爆発性がある濃厚な過塩素酸などの、一般的でない危険な酸・アルカリは廃薬品として処理し、決し

て原点処理しない。 

 

3.5.固形廃棄物の処理 

 固形廃棄物は、実験系固形廃棄物（実験系ゴミ）と生活系固形廃棄物（生活系ゴミ）に分類され、すべ

て分別収集して委託処理されている。本章冒頭の 3.1.1 大学の廃棄物・排出水と規則に記したように、事業

系一般廃棄物の、古紙、紙くず、木くず、生ゴミ等の、生活系無害可燃ゴミ以外の固形廃棄物はすべて産業

廃棄物であり、薬品の空瓶やガラス器具等の実験系ゴミはもちろん、生活系ゴミの、空の飲料瓶と飲料缶も

産業廃棄物のガラスくずと金属くずである。きれいに洗浄された空の薬品瓶等の無害物の中には「再生資源

の利用の促進に関する法律(リサイクル法)」、「容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律(容器包装リサイクル法)」で規定された再資源化物があるので、固形廃棄物を排出する際は分別を徹底し

ていただきたい。事業系廃棄物の分別と再資源化について知るには、例えば福岡市環境局のホームページ中

の「事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)」等が便利である。 

（http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/sanhai/genre/01-03.html） 

 

 システム生命科学府(W1)の固形廃棄物は、５種類の実験系固形廃棄物と１１種類の生活系固形廃棄物に分

類されて分別収集されている。これら１６種類の廃棄物は、指定の曜日・時間帯に一時保管場所の一般廃棄

物置場、古紙等置場、産業廃棄物置場、（本章末の地図を参照）及び保全係に当事者が直接持ち込むものと、

一括集荷されるため搬出日まで研究室等の発生原点で保管するものに分けられる。 

 事務担当は、廃棄物の種類によって用度係と保全係の場合がある。 

 以下に分別時の留意事項と、主な実験系及び生活系固形廃棄物の処理の概要を記す。不明な点や、本節に

記載されてない廃棄物については、用度係に問い合わせる。 
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3.5.1.分別時の基本的留意事項 

  廃棄前に適正な処理や分別が行われないと、収集作業者の分別作業に時間がかかり、時には作業者が危険

に晒されることもあるので、次の基本的な留意事項を守る。 

 ● 同一の袋に異質な廃棄物を混入しない。 

 ● 刃物、針、先端や縁が尖ったものは非常に危険で凶器となることがあるので、収集作業者に危害が及ば

ないような容器等に入れる。 

 ● 内容物が残っている容器は中身を空にして出す(使い切ってないスプレー缶以外の飲料容器など)。 

 

3.5.2.固形廃棄物処理の概要 

 現在、分別を行っている実験系固形廃棄物５種類、生活系固形廃棄物１１種類の順に、各々の廃棄物の名

称、事務担当係、廃棄物の内容、排出方法や一時保管場所（本章末の地図を参照）、諸注意等を述べる。  

 ＰＣＢ含有の疑いがある機器等が発見された場合は、必ず保全係に連絡する。（3.2.2 ＰＣＢ廃棄物の処理

を参照）。 

 

実験系固形廃棄物                

(1) 有害物質含有固形廃棄物      事務担当： 用度係 

 水銀、カドミウム、シアン、鉛、ヒ素、セレン、六価クロム等の有害重金属類等を含むか、これらが付着し

た沈殿物、触媒、泥状物等のすべての固形物。例えば金属水銀を含む水銀温度計や圧力計(マノメーター)、

金属水銀が付着した容器等はこの分類である(表面がアマルガム化した金属容器も含む)。これらは前節 3.4

の「廃薬品等」として委託処理する(3.4.1 の(2) 廃薬品等の分類のＢ分類であり、１１月頃の搬出日まで発

生原点で厳重に保管する)。  

排出方法と注意事項など： 

  ● 排出方法は、前記 3.4.1 廃薬品処理の概要を参照。 

  ● 保管時や搬出時の漏れ、飛散による流失で、土壌への浸透等による環境汚染を起こさないよう厳重に

梱包する。 

  ● 金属水銀を含むものは、水銀が飛散せぬように、適切な容器に入れて密封する。 

  ● 付着した有害物質の種類や量により、次の(2)有害付着物 として処理可能なものもあるので、不明な

場合は環境安全センターの担当者に問い合わせること。 

 

※ 本文中に例示した有害物質は、特別管理産業廃棄物中の「特定有害産業廃棄物」であり、爆発性や毒性等

があるため、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものである（感染性の産業

廃棄物も同等である）。その他の特定有害産業廃棄物は、廃棄物処理法施行令第一章「総則」の第２条の４「特

別管理産業廃棄物」の５、を参照いただきたい。（インターネット検索は 3.1.1 大学の廃棄物・排出水と規則

に記載）。有害物質については第２章も参照していただきたい。一般的な有害物質の、量の判定基準を知るに
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は、大阪市環境局のホームページ中の「産業廃棄物の種類」の＜別表 有害物質の判定基準＞が便利である

（http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000020978.html）。  

 

(2) 有害付着物（可燃・不燃とも）      事務担当： 用度係 

 高温燃焼により安全な処理が可能あるいは無害化が可能な、有害物質が除去できず付着・残留した状態の

ガラス瓶やガラス容器等のガラスくず、プラスチック瓶等の廃プラスチック類、及び有害物質を含まないか

除去した使用済みの乾燥用やクロマトグラフィー用シリカゲルやアルミナの粒や粉末、および濾紙や紙類等。 

 排出方法と注意事項など： 

  ● 月曜日～金曜日の 10：30 から 15：30 の間に、一般廃棄物置場に設置された「有害付着物」収集用の

ドラム缶に入れる。 

  ● シリカゲルやアルミナ、濾紙や紙等は、飛散しないように厚手の透明ビニール袋に梱包し、シリカゲ

ルやアルミナは内容物(品名)を明示する。なお、ドラム缶の表示は「有害付着物」であるが、これに

前記(1)有害物質含有固形廃棄物を入れてはならない。 

  ● ガラス製やプラスチック製の薬品の空容器や実験器具類で、洗浄・乾燥後も有害物質に汚染されてい

たり、有害物質が除去されたことが確認できないものは「有害付着物」としてビニール袋に入れて出

す。洗浄後の廃水等は実験廃液として処理する。なお、有害物質の種類や量(汚染度)により、前記 (1) 

有害物質含有固形廃棄物 に該当するものがあるので、不明な点は環境安全センターの担当者に問い合

わせること。 

  ● 有害物質が除去されたことが明確な可燃物と不燃物は、それぞれ次の(3)実験系不燃ゴミ、(4) 実験系

可燃ゴミになる。 

 

(3) 実験系不燃ゴミ（空薬品瓶、ガラス・陶磁器・金属くず、廃アルミホイル等） 

                                  事務担当： 用度係 

 有害物質が付着してない空のガラス製薬品瓶や、ビーカー等のガラス実験器具のガラスくず、陶磁器くず、

廃アルミホイル、金属くず等。 

 空の金属製有機溶剤缶や灯油缶は、金属くずである。 

 排出方法と注意事項など： 

  ● 月曜日～金曜日の 10：30 から 15：30 の間に、一般廃棄物置場の「金属くず」、「不燃ごみ（陶器 ku 

ず、ガラスくず、アルミ箔）」、「有害付着物」の分別収集容器(ドラム缶等)に入れる。空の金属製有

機溶剤缶や灯油缶は、指定の場所に置く。 

    現在、ガラスくず、陶磁器くず、アルミホイル、金属くずの４種類は、実験系ゴミと生活系ゴミ(後

述の(15)不燃ゴミ)の区別なく、同じ分別収集容器に入れている。 

  ● 破損ビーカー等のガラス実験器具や破損したガラス試薬瓶のくずは「不燃ごみ」の分別収集容器に入

れる（現在、ガラスくずは耐熱ガラス製、硬質ガラス製、軟質ガラス製の区別なく収集している）。 
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  ● 軟質ガラス製の空薬品瓶は、蓋も含めて水洗いして乾燥させたのち、「不燃ごみ」の分別収集容器(ド

ラム缶)に入れる。ラベルは剥がさなくてよい。蓋はプラスチック製と金属製に分別すること。有害物

質が付着・残留しているものは、水洗前に適切な方法で完全に除去する(方法等は、3.3.3 排出水の適

正処理 の (4)排出水と実験器具等の洗浄、を参照)。有害物質が除去できなかったものは、前記(2)有

害付着物 とする。 

     現在、軟質ガラス製空薬品瓶(500mL 以上)は飲料瓶と共に再資源化されているので、きれいに洗浄す 

る。 

     実験系の空薬品瓶を、飲料瓶等の生活系空瓶の分別収集容器に入れてはならない。 

● 耐熱ガラス製と硬質ガラス製の試薬瓶、口部が摺りの試薬瓶(軟質ガラス製を含む)は、上記の軟質ガラ

ス製空薬品瓶と同様な洗浄・乾燥処理を行ったのち、「不燃ごみ」の分別収集容器(ドラム缶)に入れる。 

● 有害物質が付着してない廃アルミホイルはビニール袋に入れてまとめ、「不燃ごみ」の分別収集容器(ド

ラム缶)に入れる。 

● プラスチックやビニール、セラミック等が付いている電源ケーブル類や鉄線のブレード入りゴムホー

ス、実験用洗浄ブラシ、セラミック付金網などは「金属くず」の分別収集容器(ドラム缶)に入れる。こ

れらの金属くずは可燃ゴミに混入させない。  

● 刃物、針などの先端や縁が尖った金属くずは、缶などの容器に入れて出し、収集作業者に危害が及ば  

   ないようにする。注射針は金属くずとしては出すことができない。保全係へ相談ください。 

● 液状物質や生ものは混入しないこと。 

● スプレー缶やペンキ缶で中身が空となったものは、金属くずとして出せるが、中身が残っているものは

出せない。中身が残っているものは、用度係へ相談する。 

 

(4) 実験系可燃ゴミ      事務担当： 用度係 

 実験に使用した有害物質付着による汚染がないプラスチック製のチップ類や薬品空容器、シャーレ、チュ

ーブ、手袋等、及び紙、布、木製の可燃ゴミ。 

 排出方法と注意事項など： 

  ● まとめて透明ビニール袋に入れ、月曜日～金曜日の 10：30 から 15：30 の間に、一般廃棄物置場奥の

指定場所に置く。 

 

(5) 疑似医療系廃棄物     事務担当： 用度係 

   附属病院以外の部局で排出される注射筒や注射針等の医療用器具類。年１回の収集は廃止。感染性廃棄物

として用度係に依頼する。 排出方法と注意事項など： 

  

  ● 疑似医療系廃棄物を不燃ゴミのガラスくずや金属くずに混合してはならない。ガラスくずや金属くず

として出された場合は「医療系廃棄物」と見なされて、業者に引き取ってもらえない。 
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  ● 注射針、注射筒、メス等の危険物は洗浄・殺菌してポリ容器に入れ、収集作業者に危害が及ばないよ

うにする。プラスチック製の注射筒などの安全なものは透明ポリ袋に入れてよい。 

 

生活系固形廃棄物 

(6) 古紙（リサイクル用紙くず）    事務担当：用度係 

 古紙は以下の４つに分別する。これらは再生紙などにリサイクルされる。 

  １．新聞紙  ----- 後述する禁忌品（後述参照）を混入させない。  

  ２．段ボール  ----- 箱は解体する。禁忌品は取り除く。 

  ３．雑 誌・雑 紙(ざつがみ)  ----- 雑紙とは、包装紙、大型の封筒、コピー用紙、ノート、紙箱(防

水加工のないもの)等の紙類。禁忌品は取り除く。 

  ４．紙切れ(再生用紙くず)  ----- メモ用紙、シュレッダーで裁断した紙、小型封筒、はがき等の、紐 

でくくってまとめられず、今まで次の ⑺ 可燃ゴミ、として捨てていた小さな紙類。禁忌品は取り除く。 

 排出方法と注意事項など： 

  ● 紐で結んでまとめる。サイズが大きな段ボール等は適度な大きさに折りたたむか裁断して紐で結んで

まとめ、紐で結べない「４．紙切れ」は透明ビニール袋に入れて、古紙の保管場所（古紙等置場、本章

末の地図を参照）に持ち込む。 

  ● すべての古紙は、下記のリサイクル上の禁忌品(混入してはいけないもの)を取り除く。これら禁忌品

は決して混入させない。 

 禁忌品：感熱紙、防水加工紙、油紙、カーボン紙、コーティング紙、写真紙、合成紙、ティッシュペーパ

ー、セロファン紙、粘着テープ(セロテープやガムテープ等)、布、紐、金具類やプラスチック類

(ステープルやクリップ等)。  

  ● 禁忌品が取り除けない古紙、及び禁忌品の特殊紙類は、次の ⑺ 可燃ゴミ、とする。なお、雑誌を綴

じている金属製ステープル(ホッチキスの針)は取り除かなくてよい。 

 

(7) 可燃ゴミ      事務担当：用度係 

 紙くず、木くず、生ゴミ、弁当がら他の、生活系廃プラスチック等の無害可燃ゴミ。 

 排出方法と注意事項など： 

  ● 指定の事業用袋に入れて、月曜日～金曜日の 10：0 から 15：30 の間に、一般廃棄物置場の指定場所に

置く。 

  ● 実験系と生活系の不燃ゴミを混合させない。 

 

(8) 瓶（飲料瓶等）   事務担当：用度係 

 ガラス製や陶磁器製の空の飲料瓶等。 

 排出方法と注意事項など： 
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  ● 廊下等に設置された分別収集容器に入れる。内容物が残っているものは空にしてから廃棄する。 

  ● ガラス製飲料瓶を大量に排出する場合は、透明ビニール袋に入れて、月曜日～金曜日の 10：30 から

15：30 の間に一般廃棄物置場に持ち込み、分別収集容器に入れる。蓋はプラスチック製と金属製に分

別する。 

   生活系の空瓶を、実験系の空薬品瓶の分別収集容器に入れてはならない。 

  ● 陶磁器製の瓶、割れたガラス製飲料瓶等は、「不燃ごみ」の分別収集容器に入れる。 

  ● １升瓶やビール瓶等の換金できる瓶は販売店に返却する。 

 

(9) 飲料缶      事務担当：用度係 

 空の飲料缶。アルミ缶とスチール缶に分別する必要はない。 

 排出方法と注意事項など： 

   ● 廊下等に設置された分別収集容器に入れる。内容物が残っているものは空にしてから廃棄する。 

   ● 大量に排出する場合は透明ビニール袋に入れて、月曜日～金曜日の 10：30 から 15：30 の間に一般廃

棄物置場の「空き缶」と表示された指定場所に置く。 

 

(10) ペットボトル   事務担当：用度係 

 飲料等の空のペットボトル。 

 排出方法と注意事項など： 

   ● 廊下等に設置された分別収集容器につぶして入れる。内容物が残っているものは、空にしてから廃棄

する。 

   ● 大量に排出する場合は透明ビニール袋に入れて、月曜日～金曜日の 10：30 から 15：30 の間に、一般

廃棄物置場の「ペットボトル」と表示された指定場所に置く。 

 

(11) 発泡スチロール   事務担当：用度係 

 比較的サイズが大きいポリスチレン製発泡スチロールのみ分別収集されている。 

 排出方法と注意事項など： 

  ● 再資源化できる箱状か板状のポリスチレン製発泡スチロールのみ透明ビニール袋に入れて、月曜日～

金曜日の 10：00 から 15：30 の間に、一般廃棄物置場の「発泡スチロール」と表示された指定場所に

置く。ポリスチレン製発泡スチロールには「ＰＳ」や「リサイクル」のマークが付いている。 

  ● スポンジ状、非常に薄く柔らかいシート状、数センチ大のチップ状充填物やビニール等でラップされ

たサイズが小さいポリスチレン製発泡スチロールは可燃ゴミとする。 

  ● ポリプロピレン（ＰＰ）製の発泡材は可燃ゴミとする。分別収集の際はポリスチレン製発泡材に混入

させないこと。ＰＰ製の発泡材は外見がポリスチレン製に似ているが、弾性(粘り)がありパリッと割

れない。 
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(12) 蛍光管      事務担当：保全係 

 蛍光管の中には水銀蒸気が含まれるので、年１回、１０月に集荷してリサイクル処理される。 

 排出方法と注意事項など： 

  ● 廃蛍光灯は、搬出日までに発生原点で保管する。集荷の日時・場所は集荷前に通知されるため、その

後持ち込む。 

  ● 破損した蛍光管は、ガラス部分を「ガラスくず」とし、金属部分(少量のガラスが残っていてもよい)

を「金属くず」とする。 

 

(13) 乾電池、バッテリー      事務担当：保全係 

 使用済みの電池、及び開放型と密閉型のバッテリー。年１回、７月に一括集荷される。乾電池・バッテリ

ーは搬出日まで発生原点で保管する。 

 排出方法と注意事項など： 

  

  ● 乾電池類は、前述のとおり搬出日まで発生原点で保管だが、7 月の集荷日時・場所は集荷前に通知す

る。集荷場所では、下記のとおり分別して収集容器(箱)に入れること。 

   1)乾電池類：マンガン電池、アルカリ電池、ボタン電池 等の一次電池、ニカド電池、ニッケル水素電

池、リチウムイオン電池（ＰＣ用電池も含む）等の二次電池 

   2)鉛バッテリー（開放型）：自転車等に使われ、定期的な精製水補充が必要なもの 

   3)鉛バッテリー（密閉型）：主にバイク等に使われ、メンテナンスが不要なもの 

   4)リチウム金属電池：単一乾電池より大型の一次電池 

 

(14) スプレー缶（内容物を使い切ってないもの）      事務担当：用度係  

 ホームセンターやスーパーマーケット等の一般商店で市販されている潤滑油や殺虫剤、洗浄剤、ペイント

類等の家庭用スプレー缶。 

 使い切ったからのスプレーは「金属くず」として廃棄する。 

 排出方法と注意事項など： 

  

  ● 決して事業系一般ゴミとして廃棄しない（事故の元になる）。 

  ● 空のスプレー缶は容器に穴を開けて「金属くず」として廃棄する。 

   ※（注意）全国的にスプレー缶による爆発事故が多発している。ガス抜きをする場合は、火気のない

風通しのよい屋外で行うこと。また、一度に多数のスプレー缶のガス抜き作業を行わないこと。 

  ● 特殊ガスや試薬が入った実験用のスプレー缶は一般の廃スプレー缶と一緒にせず、「廃薬品等」として

処理する（3.4.1 廃薬品処理の概要を参照）。 
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(15) 不燃ゴミ（ガラス・陶磁器・金属くず等）      事務担当：用度係 

 ガラスくず、陶磁器くず、アルミホイル、金属くず。 

 排出方法と注意事項など： 

  ● 前記 (3) 実験系不燃ゴミ と同じ。現在、これらの生活系不燃ゴミと実験系不燃ゴミは、同じ分別収

集容器に入れている。 

 

(16) 大型ゴミ・大型有価金属類      事務担当：用度係 

  金属製の棚、机等の大型有価金属などの大型ゴミは回収業者に依頼して搬出している。 

 排出方法と注意事項など： 

  

   ● 原則、毎月第３水曜日の 14：00 から 15：00 の間に、産業廃棄物置場に持ち込む（毎月の日程通知メ

ールを確認する）。 

  ● 産業廃棄物置場：ウエスト１号館Ｂ棟１Ｆピロティ 
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○一般廃棄物置場、古紙等置場、産業廃棄物置場、廃液保管庫 

 

 

○一般廃棄物置場の分別ゴミ置場の詳細（ウエスト１号館） 
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４.高圧ガス及び危険ガスの取り扱いと高圧・真空実験の注意 

（総論） 

 本章はシステム生命科学府において通常頻繁に使用される高圧ガス、寒剤（液体窒素や液体ヘリウム）、高

圧下の実験、及び真空実験について安全に研究を行うための指針について述べる。 

 

4.1.高圧ガス容器の取り扱い 

 システム生命科学府内で高圧ガスを使用する場合には高圧ガス保安法及び本学で定める危害予防規程等

に従わなければならない。特に高圧ガス保安法によって規制される製造施設や消費施設並びに貯蔵施設にお

いては、法に定められた技術上の基準や保安管理に関する規定を遵守しなければならない。事故等により高

圧有毒ガスが漏洩した場合は、大量のガス物質が急速にしかも広範囲に拡散するため、きわめて危険である。

特に可燃性、爆発性、毒性を有しているガスの場合にはその被害が甚大であるため、配管の漏れや腐食の有

無、弁の開閉状態の確認、ボンベの配置場所等に特別の注意を払わなければならない。また液化窒素等の液

化ガスの使用も同法に準拠した安全な取り扱いをしなければならない。 

ウエスト１号館は高圧ガス消費施設となっており、高圧ガスボンベ庫が貯蔵施設（第１種貯蔵所）として

届出されている。原則として高圧ガスボンベを使用するときのみ、ウエスト１号館内に持ち込み、使用しな

い場合は、高圧ガスボンベ庫に保管する必要がある。また、システム生命科学府で貯蔵・消費する全ての高

圧ガスボンベは、高圧ガスボンベ管理システムに登録しなければならない。 

高圧ガスは以下のようなものがある。 

(1) 可燃性ガス：水素、プロパン、アセチレン等 

(2) 支燃性ガス：空気、酸素等 

(3) 不活性ガス：窒素、二酸化炭素、ヘリウム等 

(4) 毒性ガス：塩素、一酸化炭素、アンモニア、等 

(5) 特定高圧ガス：アルシン、ジシラン、セレン化水素等 

これらのガスを充填した容器は肩部に、内容積、容器重量、耐圧試験年月日等が表示されているのでよく

確認しておく。特にガスボンベ容器は、法で定期検査が容器の種類により２～５年に一度義務付けられてい

るため、注意すること。また以下のような色分けがなされている。 

酸素―黒、水素―赤、二酸化炭素―緑、アンモニア―白、塩素―黄、アセチレン―褐色、その他―灰色 

また可燃性ガスは「燃」、毒性ガスは「毒」と表示されている。 

 

4.1.1.運搬上の注意 

(1) ボンベ専用の手押し車を用いる。 

(2) 移動するときは、バルブを閉め、調整器を外し、バルブ保護用キャップを取り付ける。 

(3) 手押し車が使えない所では、ボンベをわずかに傾け、転倒させないように十分に注意して、底の縁

で転がすようにして移動する。 

(4) 基本的に階段は人力で移動させない。どうしても必要な場合は、２人以上で行うこと。この際、キ

ャップにロープを掛けてはならない。 
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4.1.2.設置・保管上の注意 

(1) ボンベはしっかりと固定された容器架台（ボンベスタンド等）に設置する。 

(2) 架台を使用しない場合は、実験台や柱などに鎖やベルトで胴体の２ヶ所を固定する。 

(3) 液化ガスやアセチレンのボンベは必ず立てて使用する。 

(4) 直射日光や湿気の多いところをさけて、通風のよい所におき、40℃以上にならないようにするこ

と。設置・保管場所の周囲に火気、引火性、発火性、腐食性のものを置かない。 

(5) 電線、アース線の近くに設置・保管することは避ける。 

(6) 非常階段など、避難の際に障害となる場所には保管しない。 

(7) 使用しない場合は常にバルブを閉めて、キャップを取り付けておく。 

(8) 可燃性ガスや毒性ガスは区別し、また充填ボンベと空ボンベとも区別して高圧ガスボンベ庫へ保

管する。 

(9) 高圧ガスボンベは、高圧ガスボンベ管理システムに登録する必要があるため、下記の方法で行う

こと。 

〔納入の場合 その１〕 

納入業者が検収センターで検収を受けた後、ウエスト１号館Ｂ１０１防災センターでハンディー

ターミナルを借り、ハンディーターミナルへガス種・本数・メーカー・納入先の研究室情報の登

録を行った後、研究室へ高圧ガスボンベを搬入する。 

〔納入の場合 その２〕 

納入業者が検収センターで検収を受けた後、ウエスト１号館Ｂ１０１防災センターでハンディー

ターミナルを借り、ハンディーターミナルへガス種・本数・メーカー・納入先として高圧ガスボ

ンベ庫の登録を行った後、高圧ガスボンベ庫へ高圧ガスボンベを搬入する。 

研究室は、上記の高圧ガスボンベを使用する際、ウエスト１号館Ｂ１０１防災センターでハンデ

ィーターミナルを借り、ハンディーターミナルへガス種・本数・メーカー・移動先の研究室情報

の登録を行った後、研究室へ高圧ガスボンベを搬入する。 

〔空ボンベ登録の場合 その１〕 

業者がウエスト１号館Ｂ１０１防災センターでハンディーターミナルを借り、研究室の空ボンベ

を回収、ハンディーターミナルへガス種・本数・メーカー・どの研究室で使用のものを構外搬出

したかの登録を行った後、構外へ搬出する。 

〔空ボンベ登録の場合 その２〕 

研究室がウエスト１号館Ｂ１０１防災センターでハンディーターミナルを借り、研究室の空ボン

ベを高圧ガスボンベ庫へ搬入、ハンディーターミナルへガス種・本数・メーカー・どの研究室で

使用のものを高圧ガスボンベ庫へ搬入したかの登録を行う。 

＊ハンディーターミナルに蓄積された情報は、保全係にて高圧ガスボンベ管理システムへ登録す

る。 

 

4.1.3.使用上の注意 

(1) 圧力調整器（以下調整器） 

(a) 調整器はそのガス専用のものを用い、転用はしてはならない。 
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(b) 調整器の取扱いは形式により異なるから、その取扱方法をよく理解しておく。 

(c) バルブと調整器の接続部はよく清掃し、そのねじが合っているかどうか調べておく。パッキ

ンは接触面に適合した新しいものを使用する。 

(d) 調整器の袋ナットを取り付ける時は、所定のスパナ以外は用いてはならない。また、強い力

で締めすぎて、パッキンやネジ山を破損しないように注意する。 

(e) 圧力計は常用圧力の 1.5～3 倍のものを使用する。 

(f) むやみに調整器に油をささないこと（火災の原因になることがある）。 

(g) 調整器を取り外す時は、バルブを完全に閉め、調整器のガスを完全に放出してから行う。 

 

(2) バルブの操作 

(a) バルブのネジには左ネジと右ネジがあるので注意を要する。 

(b) バルブについている安全弁は決して操作しない。 

(c) バルブの開閉は常に調整器の圧力計の側方に立ち、静かに行う。急激に開くと調整器の故障

の原因となるほか、酸素ボンベでは断熱圧縮による温度の急上昇が原因の発火・爆発の可能

性もあり、非常に危険である。 

(d) ボンベのバルブの開閉には、専用のレンチやハンドルを用いること。また、元バルブは１～

1.5 回転開ければ充分である。 

(e) バルブからガス漏れがあるときは、容器を屋外の安全な場所に移動させる。 

(f) バルブを取り外したり、容器に傷をつけたりしてはならない。また、容器から容器へのガス

の移し替えは絶対にしてはならない。 

(g) ガスを使い終わった場合には、必ずガスが若干残った状態でバルブを閉め、調整器を外して

バルブ保持キャップをつけておく。 

 

(3) その他の注意事項 

(a) ガスの使用を一時中止する際には、調整器だけでなくボンベのバルブを必ず閉じ、かつ実験

装置と調整器との接続も外しておく。 

(b) 調整器、バルブ、配管等を加温する場合には、熱湿布あるいは 40℃以下の温湯を使用する。 

(c) 使用済みのボンベは、ガスの有無にかかわらず速やかに返却する。 

 

4.1.4.全般的な注意 

(1) 高圧ガスを減圧して使用する場合、減圧したガスの圧力が 1MPa 未満の場合は高圧ガスの消費と 

いう扱いになる。この場合、ガスの貯蔵量によっては県庁への貯蔵所としての許可又は届出が 

必要になる場合があるので注意すること。 

(2) 減圧したガスの圧力が 1MPa 以上である場合や圧縮機等を用いてガスの圧力を 1MPa 以上にする 

  場合は高圧ガスの製造に該当し、その量にかかわらず製造設備の設置として県庁への変更許可 

申請又は届出が必要である。該当する可能性がある場合には、実験計画の段階で保全係や低温

センター等と相談すること。 
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4.2.パイプラインガスの取り扱い 

（１） 常にガス漏れに注意する。 

（２） 使用量は必要 小限に努める。 

（３） 使用しないときは元バルブを閉める。 

（４） 供給圧力より高い圧力の密閉容器との接続はしてはならない。またガスライン同士を直結して使

用しない。 

（５） 酸素の取り出し口は絶対に油等で汚さない。 

（６） ウエスト１号館では、集中配管として窒素・アルゴンガスがあり、複数の研究室で利用している。

元の供給装置は、ガス残量低下時に業者に連絡をし補充している。ガス漏れを起こした場合、他

の研究室へも迷惑をかけるため、注意すること。 

 

4.3.液体窒素の取り扱い 

 液体窒素の沸点は絶対温度で 77K であり、通常断熱層を持つ専用のデュワーの中に保存される。しかし外

部からの熱流入があるので絶えず少しずつ蒸発している。この液体を 1 気圧の下で 273K にすると体積は約

800 倍になる。容器を封じると容器内は非常な高圧となって爆発の危険性がある。一般に寒剤を入れた容器

等の封じきりは絶対に行ってはならない。以下に液体窒素の取り扱い上の注意について述べる。 

（１）液体窒素をくみ出すときは凍傷予防のため必要に応じて革手袋を使用し風上に位置して作業する。 

（２）液体窒素及び低温の金属部には素手や指で直接触れない。 

（３）運搬中は振動を与えることを極力さけ、容器の転倒等には注意をする。 

（４）窒素ガスは直接吸い込んでも害はないがその濃度が高くなると酸素欠乏により障害を来す。従って

閉じた部屋で寒剤を使用するときは換気に十分注意をしなければならない。 

（５）エレベーターで寒剤を運搬する場合は、容器が転倒しないように留意した上でエレベーター内が無

人の状態で行う。この際、出発階と到着階に人を一人ずつ配置し、途中階で人が誤って乗り込まないよ

うに「液体窒素運搬中」の掲示を行う。 

 

4.4.液体ヘリウムの取り扱い 

  液体ヘリウムの沸点は 4.2K であり、この液体を 1 気圧の下で 273K にするとその体積は約 700 倍にな

る。一般的な注意は 4.3 と同じであるが特に以下の点に注意をすることが望ましい。 

（１）液体ヘリウムのくみ出しには通常トランスファーチューブを使うがこの冷却部を素手でふれると

凍傷になるので注意する。 

（２）液体ヘリウムを貯蔵する金属製容器は主に首部で内部を支える構造なので首部が機械的に弱い。従

って容器を横にしたり激しい振動を加えてはならない。 

（３）蒸発したヘリウムガスは通常回収するので回収ガスへの不純物の混入は極力抑えるように注意す

る。特にヘリウム容器の場合、回収管の接続部がはずれると空気が逆流入して蒸発口を氷結させ、

内圧が上昇して危険である。 

 

4.5.高圧実験の注意 

 通常固体や液体に対する高圧実験は媒体を使ってなされる。以下に圧力媒体が固体と液体の２つのケース
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について実験を安全に行うための注意事項について述べる。 

 

4.5.1.液体を使った静水圧実験 

 この手法では大体３万気圧程度を目安に行われる。この圧力発生のために使用される加重の大きさは数ト

ンから１０数トンの範囲である。従って高圧装置の破損やその飛散が起こりうる。このような場合に備えて

装置全体を圧板で囲いをするとともに実験者はヘルメットなどの着用が望ましい。また圧力媒体に使用する

液体の中には可燃性のものがあるためそれらの飛散には十分注意する必要がある。 

 

4.5.2.固体を媒体に使った場合 

 媒体として液体やガスを使った場合と比べて蓄積されるエネルギーは相対的に小さいが、なお媒体の破裂

等による飛散には注意を要する。従って高圧装置はこの場合も防護板等で囲んでいることが望ましい。 

 

4.6.真空実験の注意 

  真空を得るには通常油回転ポンプ、油拡散ポンプ、ターボ分子ポンプ、イオンポンプなどが使われる。こ

れらは目的とする真空到達度に応じて選別される。また寒剤を使った実験においては真空断熱層を得るため

に、また低温を得るために真空実験が必要になるときがある。以下に真空実験における注意事項の概略を述

べる。 

（１）必要とする真空度に応じて適当な真空ポンプを用いる。 

（２）油回転ポンプで大気圧の気体を大量に長時間排気しない。 

（３）拡散ポンプが高温にあるときは冷却水を確実に循環させるようにする。 

（４）回転ポンプに酸性ガス、水蒸気、有機物を吸わせない。 

（５）毒性ガス、可燃性ガス、及び悪臭ガスの排気に注意し、必要に応じて排出ガスの吸収などの処理を

行う。 

（６）水銀はできる限り、真空装置に使用しない。やむを得ず使用する場合にも水銀蒸気による汚染や破

損による飛散に対して十分な安全対策を講じる。 

（７）真空ゲージを含むガラス製真空装置について、装置や配管の破損等に特に注意する。 

（８）薄膜で真空封じをしている装置は、薄膜が破れると真空ポンプの破損や鼓膜障害を起こすので、薄

膜に工具などが落ちてこないよう安全策をとる。 

（９）大きいバルブを開ける前には、バルブの両側が同じ気圧(同じ真空)になっていることを確認する。 
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5.機械類の取り扱い  
 

一般的な注意 

・初心者は必ず熟練者から指導を受けること。特に電動工作機械は勝手に作動させないこと。 

・理･工場で５～６月頃に講習会(初心者向け、中級者向け)を開いている。受講しないと工場の機械を使用で 

 きない。研究室で工作機械を使用する場合も、まず受講すること。 

・電動工作機械はスイッチを入れる前に、物を巻き込まないか、十分に安全点検をすること。 

・手袋をしていると機械に巻き込まれる事がある。素手で作業すること。衣類も巻き込まれないものにする。 

・もしグラインダー砥石が割れたらどの方向に飛んでくるか、もしベルトが切れたら何が起こるか、等の事 

 故を想定し、事故が起きないよう注意深く点検すると共に、事故が起きても怪我をしない安全策をとる。 

・機械を始動した後、少しでも危険や異常を感じたら、スイッチを切り機械を止めて点検する。 

・工作中に振動で工具を固定しているネジが緩むことがある。非常に危ない。しっかり固定すること。 

・旋盤やボール盤で出る金属切り屑はナイフのようによく切れる。素手で触らずペンチ等で取り除くこと。 

・無理な姿勢での工作や障害物のある場所での工作では、起こりうる事故を想定して、足場を点検し、安全 

 策を講じる。 

・整理整頓、後片付けは事故を防ぐために重要である。 

 

手動工具 

電動でない工具類は危険度が低いが、不良品による事故、不注意による事故が起こり得る。 

・ハンマー 

 ハンマーの頭が抜けないように楔がしっかり入っているか。打ち下ろすときに手が滑らないか。 

・スパナ  

 力を入れて回す時にスパナが外れて身体のバランスを崩す事がある。特に、無理な姿勢での作業、高所で 

 の作業の時に注意すること。 

・ヤスリ 

 切り粉を吹くと目に入ることがある。眼鏡や透明板もしくは手で目を防護すること。 

・金ノコギリ 

 ノコギリ歯が折れると身体のバランスを崩す事がある。 

 

旋盤 

・スイッチは主スイッチと手元のクラッチ・レバーの 2 段式になっている。クラッチ・レバーがＯＦＦにな 

 っていることを確認する。これが入っていると主スイッチを入れたら旋盤がいきなり回り出す。 

・旋盤チャックを締めるハンドルが付いたまま旋盤を回すと非常に危ない。 

・バイトの締め付け具も外してあることを確認する。 

・工作物とバイトは確実に締め付け、工作中に緩まないようにする。 

・バイト高さを工作物回転軸高さに根気良く合わせる。 

・回転数（と送り速度）を正しく選び、ブレーキの位置を確認してから、スイッチを入れる。 
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・切削中に、送り台やバイト固定台が回転チャックに当たらないようにする。 

・回転開始時には工作物からバイトを十分遠ざけて当たらないようにし、その後に近づける。 

・チャックなどの回転円周上に立たない。事故の際に破損物が飛んでくる。 

・長い工作物の場合は芯押し台を使用して回転ブレをなくす。 

・切れないバイトを無理に使わないこと。 

・回転中の工作物の孔に指を入れない。 

・手袋をしない。衣類も巻き込まれないものにする。 

・油筆も巻き込まれないように使用する。 

・自動送りにしても旋盤から離れないこと。 

・切り屑は鋭利な刃物であるので、手で触らず。ペンチなどで除去する。 

・作業が終わったら、全てのスイッチを切り、清掃する。 

 

ボール盤 

・ドリルをしっかり締め付け、試し回転をしてドリルが横ぶれしないことを確認する。 

・回転数が適当でない場合は、調整する。 

・工作物をしっかりテーブルに固定する。万力、シークランプ、バイスなどを使用する。 

・テーブルも上下動や回転をしないように固定する。 

・穴が開き終るころにドリルが工作物に食い込み易い。特に真鍮が食い込み易い。 

・食い込んだ場合、工作物をしっかり固定していないとドリルと一体になって回転するので非常に危ない。 

しっかり固定しているとドリル回転が止まるので安全である。 

・食い込んだ場合は直ちにスイッチを切る。 

・ドリルの研ぎ方が悪いと食い込み易い。ドリルを交換し、送りをゆっくりすれば食い込まない。 

・切り屑は鋭利な刃物でありかつ熱いので、切り屑が伸びてきたら切削を止め除去する。 

・作業が終わったら、全てのスイッチを切り、清掃する。 

 

フライス盤 

・熟練者の指導を受けてから作業をすること。 

・工作物はテーブルにしっかり固定する。 

・フライスカッターが工作物に噛み込んだ時は、直ちにスイッチを切り、熟練者の指導を仰ぐ。 

・作業が終わったら、全てのスイッチを切り、清掃する。 

 

グラインダー 

・砥石の回転面に立たない。砥石が割れて飛んでくると想定して安全策を取る。 

・まず砥石を空回転し、音･振動に異常がないことを確認する。 

・回転が定常になってから研磨を始める。 

・工作物は支持台と手の両方で支える。 

・工作物が砥石に巻き込まれないよう、また工作物の一部が割れて巻き込まれないよう、注意する。 

 万一巻き込まれたら、砥石の回転面から遠ざかり、スイッチを切る。 
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・工作物は高温になるので、随時水につけて冷やす。 

・防護眼鏡、防塵マスクを使用する。 

・作業が終わったら、全てのスイッチを切り、清掃する。 

 

ハンドドリル 

・ドリルがかみこむと回転の反動が手に来るので、それに対して安全な姿勢をとる。作業前に周囲を整頓す 

 る。 

・数秒間の試し切削をして安全を確認する。 

・切り粉･切り屑対策に防護眼鏡を使用する。 

・不必要に長い電源コードは使わない。熱くなる。 

 

ハンドグラインダー 

・切り粉が火花となって飛ぶので、研磨する方向を選ぶ。 

・研磨の反動が手に来るので、それに対して安全な姿勢をとる。 

 

シェアー（切断機） 

・工作物をセットし終えるまで、スイッチを入れない。 

・セット終了後にスイッチを入れ、定常運転になったら、切断する。 

・切断後、直ちにスイッチを切る。 

・回転ベルトに物が巻き込まれないよう注意する。 

 

クレーンおよびチェーンブロック 

・熟練者(免許保持者)の立会いの下に作業する。自分達だけで操作しないこと。 

・吊り上げた重量物の下に絶対に入らない。十分に遠ざかって見ていること。 
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６.電気の安全対策 

 

起こりうる電気による事故 

１）感電 

・高電圧による感電は直ちに生命に関わるので、 高度の注意を要する。 

高電圧の場所を認識することが第一の防護策である。通電した回路内にも高電圧部分がある。 

・電源を切っても機器の静電容量が大きいと高電圧を長時間保持している。 

 アース棒で帯電を消してから触ること。 

・100Ｖ、200Ｖの感電でも、条件によっては生命に関わる。 

水に濡れない、電流が心臓を経由しない、すぐに手を離せる姿勢にする、などの注意をする。 

 

２）火災 

・電気発熱やショート、スパークが火災を起こすことがある。発見が遅れると大事故になる。 

 過電流、長すぎるコード、傷んだコード、長年の埃、漏水など原因は多い。 

 発生原因をなくすと共に、消火器の点検をすること。 

 

３）回路･電源･装置破壊 

・ショート、断線、スパーク、誤配線などにより、回路や電源が壊れることがある。 

 ブレーカーなどを設置する。 

 

屋内配電線による感電と対策 

・夏は湿気が多いこと、汗ばんでいること、などで感電事故が多い。 

・トランスなどの端子がむき出しになっている場合は直接触れない。カバーすること。 

・以下の場合はアースを取ること。  

 水濡れする、高湿度で使用する、濡れ手で触るなどの可能性のある機器 

 振動したり、頻繁な移動をさせる工具。電動工具など。 

 アースすることを指定されている機器 

・他の場合も、アースを取れば感電の恐れが少なくなる。 

・3相２００ＶではＲＳＴのうちＳが通常アースされている。 

 3 相から単相２００Ｖを取るときは、Ｒ-Ｓ または Ｔ－Ｓのペアにする。 

 

高電圧機器からの感電と対策 

・高電圧に触れなくても、ある程度近づくと放電し感電する。高電圧に近づくと髪が立つので判る。 

・高電圧配線は外れないようしっかり固定する。 

・高電圧機器は密閉すること。やむを得ずむき出しにする場合は、近づかないように金網などを設置する。 

・高電圧部に触れるときは確実にアースを取った上で行う。アースは命綱である。アース線には断線しない 

 丈夫な線を使用する。 

・高電圧部は電源を切ってもしばらく帯電している。必ずアースし、作業中はアースを外さない。 
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・高電圧に感電すると、気を失い倒れる。このときに頭部を打つと被害が大きくなる。ヘルメットを着用す 

 る。 

・高電圧部近くでの作業は、一人で行わず、また体調の悪い時も注意力が落ちるので行わない。 

・高電圧部で火災が発生した場合、あわてず、高電圧電源を切りアースをしてから、消火活動に入る。 

 

一般機器による感電と対策 

・「高電圧注意」の表示のある部分には不用意に触れない、また触る前にアースする。自作機器の場合には高 

 電圧部分をカバーし、注意書きをすること。 

・コンデンサーは帯電しているので要注意。 

・電池を直列につないだ電源は常に高電圧なので、危険である。 

・高電圧部分の測定をする時は、測定リード線に触れないよう注意する。 

 

ＯＡ機器使用上の注意 

・タコ足配線をしがちであるが、電源コードやテーブルタップの定格電流を守ること。 

・電源コードやテーブルタップが床面にあると、足を引っ掛けたり、物が落ちて断線するなどの事故を起こ 

 す。 

 やむを得ず床に置く場合は、コードプロテクターでコードを覆う。 

・長期不使用時には、元電源を切る。 

 

加熱による火災と対策 

・ショートすると大電流が流れ、瞬時に高温になる。ブレーカーやヒューズを適切に入れておくこと。 

・長い間使わなかった機器に通電する前に、ヒューズを確認する。 

・電源コードの定格電流を守る。長いコードを使用しない。電熱機器には耐熱コードを使用する。 

・電源コードは加熱していないか確認して使用する。 

・接触不良や半断線のところは発熱する。電源コードに重量物が落下すると半断線状態になるので使用を中 

 止する。 

・物が焦げる匂いがしたら直ちに点検する。 

 

電気火花による事故と対策 

・シャープエッジから放電が起き易いので、角を丸めるか、丸いもの(ボウルなど)をかぶせる。 

・埃や綿くずが静電気による火花で燃えることがある。定期的に掃除をする。特に冷却ファン付近。 

・可燃性ガスの漏れがあり得る場所では、角を丸める、埃や綿くず掃除の他に、高電圧～アースレベル間距 

 離を長くする。 
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光と放射線・放射性物質の取り扱い 
 

紫外線およびレーザー光の取り扱い 

１）紫外線およびレーザー光 

強力な紫外線やレーザー光は熱ショック、光化学反応、イオン化などにより、眼や皮膚等に失明ややけ

ど等の障害を引き起こすことがある。従って、その取り扱いについては十分に注意する必要がある。 

ことに、レーザー機器はその出力レベルによりクラス分け（１，２，３A，3B，4）されているので、各ク

ラスに応じた安全対策を行なうことが必要である。 

 

２）取り扱い上の主な注意事項 

（１）紫外線や赤外線およびレーザー光を発生させている際に、光源を直接見たり、光線に皮膚を曝して

はいけない。特に可視光以外の光源を使用するときは、光線が肉眼では確認できないので、特に注

意すること。 

（２）紫外線や赤外線およびレーザー光を発生させている際には「注意」もしくは「危険」を知らせる貼

紙やランプにより使用中の表示をおこなう。 

（３）光源の種類、出力によらず光路全体をカーテンや覆い等により室内の他の空間から遮蔽することが

望ましい。また、強力な紫外線発生装置やレーザー装置に対しては、火災等の危険があるのでカー

テンの素材等にも注意する必要がある。 

（４）強力な紫外線発生装置やクラス２以上のレーザー装置を使用する際には安全管理者をおき、使用者

に対して技術的な指導を徹底すること。 

（５）レーザー光路はなるべく低くすること。実験中にかがんだりする場合や椅子等に座って作業する場

合にはビームの位置と眼の高さに注意すること。 

（６）遮蔽ガラスの使用や保護メガネの着用を怠らないこと。これらは使用する光の波長域および出力に

あったものを選ぶこと。特に色が濃いものでも紫外線の透過が大きいものがあるので注意すること。

また、強力な光線の直接入射光に対しては、保護メガネであっても短時間の保護にしかならないの

で注意すること。 

（７）レーザー光路の近傍から高反射率を有するものを遠ざけること。特に、光路の調整時には、腕時計

や指輪をはずすなどの注意が必要である。 

（８）反射鏡や光線分岐素子等の光路を変化させる素子を操作して光路を調整する際には、反射、分岐光

に十分注意して作業を行なうこと。ことに複数の人員が作業をするときには互いに作業手順を確認

しながら行なうこと。 

（９）強力なレーザー光線を照射した試料から２次的に X 線が発生することがあるので、X 線に対する注

意が必要である。 

（１０）レーザー装置は高圧電源を使用しているので、この点を注意して取り扱わねばならない。 
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7.2.放射性物質・放射線発生装置 

7.2.1.一般的な注意 

放射性同位元素、Ｘ線発生装置、加速器を扱う際には、法に基づく規則を守ること。まず放射線取扱い作

業者登録をしなければならない。新規登録には、教育訓練、健康診断（目の検査、血液・皮膚検査、問診）、

各部局の講習を受ける必要がある。登録者は毎年更新手続きをする。 

ここでは基本的な注意事項だけを述べる。規則の詳細は講習会に譲る。 

放射線の被ばくはガラスバッチやポケット線量計で被ばくした後で判る。被ばくしないためには、サーベ

イメーター等で今何処に放射線発生源があり、どれくらいの強度かを測定して知り、対策するのが も良い。

ただし、本研究院内で被ばくする可能性があるのは下記の場合のみと考えてよい（2005 年春に本研究院全室

の放射線調査を行った結果）。 

１）保管している放射線源（放射性同位元素）を持出して扱う場合 

２）Ｘ線装置を使用する場合 

３）加速器施設内で作業をする場合 

 

なお、学外の放射線取扱い施設（共同利用研究所等）を利用する時は、その施設でも独自の講習を受ける

ことが必須であるが、一般に放射線レベルが高い場所が多いので、十分に注意すること。 

 

7.2.2.保管している放射線源（放射性同位元素）を持出して扱う場合 

・使用後の線源は直ちに返却する。持出し時と返却時に記帳し、線源の所在を明記する。 

・使用中の線源に不必要に近づかない。特に目を近づけない。 

・被ばく量は、線源からの距離の 2乗に反比例し、線源の近くに居た時間に比例する。 

従って、なるべく線源から遠ざかり、かつ短時間で作業を終えること。 

・サーベイメーターで作業場所での放射線強度を測定して見る。1 ヶ月の積算で 100μSv を越えないように

すること（20μSv/h の場所に５時間居たら 100μSv 被ばくする）。 

 

7.2.3.X 線装置を使用する場合 

（１）インターロック装置が付いていないＸ線発生装置の場合(本研究院に残っている) 

・発生源と自分の間に遮蔽板を置いてからＸ線を発生すること。 

・必ずＸ線作業主任者の立会いの下で作業すること。 

（２）インターロック装置が付いているＸ線発生装置の場合(殆どの装置) 

・時々、発生装置稼動中にＸ線の漏れがないか、遮蔽窓が完全か、をサーベイメーターで確認すること。 

・Ｘ線管理責任者の指示に従う。 

 

7.2.4.加速器施設内で作業をする場合 

・施設に入退室の際に記帳する。 

・教員の指導を受ける。 

・加速器ビームを用いて実験した直後は、ビームダンプも放射化しているので、強度をサーベイメーターで

測定し、むやみに近づかない。 
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・実験後の標的の取り扱いは、指導教員の指示に従う。 

・放射線源を使用するときは 7.2.2 節の注意をする。 

・加速器施設内では、放射線以外に、高電圧(X 線含む)、クレーン操作、工作機械に対する注意も必要であ

る。むしろ、これらの方が危険性が高い、と考えて自分の身を守ること。 
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・８.生物科学に関する実験上の安全注意 
 

8.1.基本的注意事項 

・実験しやすい服装と底の低い靴を着用する。頭髪の長い学生は髪をまとめるなどする。薬品などから身体

を保護するために、白衣を着用する。必要に応じて軍手、ゴム手袋、プラスチック手袋等を着用する。 

・実験室内では飲食・喫煙しないこと。 

・電源プラグの抜き差しは濡手で行わない。抜く場合はコード部分を持って引っ張らない。 

・引火性薬品（有機溶媒など）を使用中の部屋では火を用いないこと，また，換気に注意するとともに、部 

屋を無人にしない。 

・異臭に気がついた場合は、火気を消し、ただちに窓をあけて換気する。 

・ワレモノは両手でしっかり持つこと。落としたり強い衝撃を加えたりしないこと。 

・廃棄物はそれぞれ指定された場所に分別して捨てる。 

・ピペットは口で吸わず、安全ピペッターなどを用いる。 

・薬品瓶などに不必要に顔を近づけない。特に酸や有機溶媒の蒸気を吸わないように注意する。 

・実験台は作業しやすいように整理する。 

 

8.2.培養細胞を用いた実験上の注意 

・培養室で使用するガラス器具等は、全て利用する人が責任を持って洗浄・滅菌する。また、実験の性質上

特に室内を清潔に保つよう次の点に留意する。 

・室内では、スリッパに履き替え、培養操作を行う前には石鹸でよく手を洗う。 

・クリーンベンチ・安全キャビネットを使用する前には、７０％エタノールを用いて消毒する。培養操作中

に培地等をこぼした場合は、後で必ず拭き取り７０％エタノールで消毒しておく。 

・ クリーンベンチの網の下にこぼした場合は、クリーンベンチ左下のドレインを開けてバケツを受けて置き、

水でよく洗い流し、終了後ドレインは閉じておく。 

・使用した吸引びんは、オートクレーブをかけ洗浄しておく。使用後のピペットのゴム球はガラスびんに入

れ、溜ったらオートクレーブをする。 

・培養室使用後は、使用した器具を整理しガスの元栓を閉めＵＶランプを点灯しておく。使用前には消す。

ゴミ箱が一杯になっていれば捨てておく。 

・組み換え実験のため培養室内の安全キャビネットを使用する人は、安全キャビネットを清潔に保ち、使用

後は７０％エタノールでキャビネット内を拭いておく。また、プレート等をキャビネット、培養室内に放

置しない。使用したピペット・試験管等は各自が責任を持って即座に片付ける。安全キャビネット使用後

は、ガスの元栓（キャビネットの内と外の双方）・照明のスイッチを切り、必要な時はＵＶランプをつけて

おく。 

・Ｐ２レベル組換え実験は、指定のＰ２実験室で行う。Ｐ２実験中は、ドアに表示する。顕微鏡使用後は必

ずカバーをかける。 

 



 62

8.3.エタノールを用いた滅菌作業上での注意 

・滅菌するための実験器具をエタノールに浸すために使用するビーカー等は、ガスバーナー等からできるだ

け離して設置する。 

・滅菌には、研究上どうしてもやむを得ない場合を除き、引火性の低い７０％エタノールを用いることとし、

ビーカー等に注ぐ量も必要 小量（例えば１００ｍLビーカーであれば２０ｍL程度）にする。 

・ビーカー等の転倒による引火を防ぐために、簡単に転倒しないような対策を十分にとるようにする。 

・ 滅菌した器具を再度ビーカー等に戻す際には、器具の火が完全に消えているかどうかをしっかり確認する。 

 

8.4.暗室使用上の注意 

・使用時必要ならば“使用中”のランプをつける。 

・ＵＶ使用時は、防護マスク、メガネを必ず着用する。 

・暗室での電気泳動は、危険なのでＣ.Ｖ.（コンスタントボルト）で行うこと。 

・注射針及びシリンジ：使用済みの注射針及びシリンジ（注射筒）は、暗室以外で使ったものも、きちんと

キャップを付けて別々の容器に保存し回収に来るまでためておく。 

 

8.5.超遠心機使用上の注意 

・バランスに注意。スウィングローターは、必ず±０目盛りにバランスをとること、またバケットをフック

に確実にかけること。 

・チューブの蓋は確実に締める。バーティカルローターの場合、パッキングが付いている事を確認した後蓋

のネジ山にシリコングリースを塗り込み、トルクレンチを用いて確実に締めること。 

・使用記録を遠心機用ノート、ローター用ノートともに確実に記入すること。 

・超遠心機使用の際、室温が高い時にはクーラーをつける。 

・原則として、設定回転数に達するまでそばを離れないこと。異常の時は、ストップボタンを押す。 

・使用後回転数を記入し忘れないこと。 

・バーティカルローターは３回使用毎に水又はお湯で洗い、逆さまにして完全に乾かすこと。乾燥後、ネジ

に薄くグリースを塗っておく。もれた場合は、その都度洗う。 

・スウィングローターでセシウム使用後は、必ずバケットを洗浄しておくこと。 

・他の付属品を所定の位置に戻し、クーラーを止める。 

 

8.6.コールドルーム使用上の注意 

・出入りの回数を極力減らし、ドアの開閉を確実に行う。 

・二つの部屋の間の仕切りは、原則として常時開けておく。 

・使用後は室内灯の消灯を確実に行う。 

・シャーレ、試験管等各自の責任でコールドルームに保存するときは、容器またはラックにまとめて日付と

名前を書く。 

・使用後の器具類はすみやかに処理し、整理整頓に心がける。 
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8.7.実験後の後始末 

実験機器 

・使用した機械のスイッチを切り、原状復帰させる（ダイヤルは０にする）。 

・天秤を使用した場合飛び散った粉末等は、ペーパータオル等で拭き取っておく。 

・バーナー等ガス器具を使用した後は、器具栓・元栓の両方を締める。歯科用バーナーは使用後必ずロック

する。 

フラスコ等 

・大腸菌、酵母、ネマトーダの培養に利用したフラスコ、試験管、集菌用バケット等は、マジックやテープ

を落とした後、必ずステンレスバケツに飲料用水道水を入れてオートクレーブすること。その後は、洗浄

の項に準ずる。 

ピペット 

・生菌等に使ったピペットは、ステンレスバケツに飲料用水道水を 1/2 くらい入れオートクレーブする。そ

の後キッチンの生菌用ピペット入れに入れる。 

・試験管法でファージをまく時は、アルミキャップにアガーが付着しないように別に分け、試験管はキャッ

プともにオートクレーブで滅菌する。 

洗浄 

・原則として全てのガラス器具は、洗浄の後乾熱滅菌する。生化学用・生菌用の区別に注意し器具の汚れに

応じて洗浄を行う。ガラス器具に蒸留水をかけて、水滴がはじかないのを目安とする。特に生化学用ガラ

ス器具に関しては、充分注意する。 

・生化学用・生菌用・動物細胞培養用の区別を守ること。動物細胞培養用の器具は他と独立に洗浄・管理す

る。 

廃棄物処理 

・生菌および環境汚染物質は、そのままの状態で流しに捨ててはならない。 

・毒性の強い物質に用いた器具の洗浄水（少なくとも一回目）は廃棄物として扱う。廃棄物の処理方法が分

からないときには、必ず廃棄担当者に相談してから処理すること。 

・生菌・菌液及びネマトーダは全てオートクレーブにかけてから捨てること。また、生菌等の付着したフラ

スコ、ピペットもオートクレーブにかけてから洗浄する。 

・使用済みの注射器、注射針等は、医療系廃棄物専用（ハザードマーク付き）の容器等に収納して、感染性

廃棄物として処理すること。 

 

廃棄物・実験廃液・排出水処理については、３章 廃棄物と排出水の処理に従うこと。 

 

8.8.ＲＩを用いる実験 

準備 

・実験はアイソトープ統合安全管理センターの放射線管理区域内の実験室で行うこと。 

・実験に先立ってその実験の価値・用品手順・後始末などの綿密な計画を立て、一旦実験を開始したら持ち

場を離れないですむようにしておく。 
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取扱上の注意 

・実験台には必ずＲＩ用ポリエチレンろ紙を敷く。 

・ＲＩを皮膚につけたり容器からこぼしたりしない。必ずディスポの手袋を用いる。 

・ＲＩを使用したら、その日の内に記録カードに記帳する。単位は kBq とする。古いものから使いきり、使

用予定のないものは速やかに廃棄する。 

・実験室での飲食・喫煙は厳禁。 

・32Ｐに関しては、遮へいとモニタリングを心がける。 

・専用の実験着とスリッパを必ず使用する。 

・退室時にハンドフットモニターにスリッパのまま乗りモニターする。 

・毎日 終退出者は、実験終了時にその室の汚染検査を行い、汚染検査票を提出する。汚染した時は連絡委

員と管理室に届け、除染の指示に従う。 

皮膚汚染の除去法 

・良質の石鹸を用い指間・爪間に注意して、温湯で２分以上３分以内に洗浄。モニターで測り不充分な時は

３回まで繰り返す。それでも除去されない時は５％クエン酸溶液で洗うか、ラノリンベースでこすりその

後拭き取る。 

・有機溶媒は使わないこと。 

・毎日その日の実験に用いたものは完全に後始末する。 

ＲＩに使用した器具の洗浄 

ピペット類 

・ＲＩにはなるべくピペットマンかディスポのピペットを用いる。 

・Ｃｏｌｄのピペット等は持ち帰って処理する。 

・ピペットマンはＲＩ専用のものを使う。 

ガラス器具、実験器具等 

・ＲＩの実験に用いた通常のガラス器具は以下の手順でサイクルさせる。 

１）少量の水等で必ずゆすぎを行い、このゆすぎ水は hot として廃液タンクに入れる。この時 32Ｐを含むも

のは水または１ＮＨＣｌで、標識沈澱物（ＤＮＡ、蛋白）を含むものは１ＮＮａＯＨでゆすぐこと。 

２）更に温湯で３回以上右側の流しでゆすぎ、洗剤で洗う。 

３）１日以上経ってから取り出し、温湯で５回以上ゆすいでから分子遺伝キッチンへ持って上がり、更に通

常の器具洗いのプロセスに回す。持ち出す前にサーベイメーターでＲＩが残っていないかチェックする

こと。 

・ＲＩで使用した器具は持ち帰らない。 

・試験管以外のガラス器具（フラスコ、ビーカー、遠沈管、バイアル）や特殊な器具は各自が同様のプロセ

スで洗うこと。 

・大型フラスコやビーカーなどはＲＩだけで回転させる。 

・ＲＩに使用したプラスチックのチップやチューブは使い捨てとする。 

ＲＩの廃棄 

固体 

・可燃（紙・布類）、難燃（チップ、ゴム手袋類）、不燃（ガラス・金属類）に分別する。 
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・ビニール袋に封入し中の空気をよく抜くこと。水気のあるものは必ず吸湿・乾燥させる。 

・チューブやバイアル中の液体は必ず抜き出して液体廃棄物として分別処理する。 

・シリンジの針はプラスチックケースに入れて“注射針”と書いてから入れる。 

・樹脂、粉末はビニール袋に入れ密封してから入れる。 

・ガラスメンブランフィルターは不燃性、ミリポアフィルターは可燃性。 

液体 

・原則としてなるべく量を増やさないでかつ流しに捨てない。 

・水性廃液（32Ｐ、35Ｓ、14Ｃ、3Ｈは別々の容器に貯留する）に対して、有機溶媒、シンチレーター、フェノ

ール等を混入させない。 

・６０dpm/ml 未満は流しに流せるが、大量の水で薄めてこの値以下にして流すことはしないこと。 

有機廃液 

・これを増加させないように可溶化シンチレーターの使用を極力控える。通常のバイアルで５ml、ミニバイ

アルで１mlあれば十分である。専用のステンレス容器に廃棄すること。 

・エーテル、二硫化炭素、及び揮発性ＲＩ等を混入しないこと。 

・フェノール廃液は専用容器に棄てる。 

スラリー 

・別の厚手のビニール袋に貯めておき年１回廃棄する。hot な寒天プレート等 

廃棄作業及び清掃 

・これらが溜ったら皆で協力してビニール袋は空気を抜き講座名を書いて、水性廃液は必要ならｐＨを中性

付近に合わせてからポリタンクに入れてＲＩ廃棄庫まで運ぶ。 

・使用者は前回の廃棄からの使用記録を調べ、ＲＩ使用・廃棄カードに転載する。 

・廃棄物は減衰補正をせずに廃棄したことにして報告する。 

ＲＩ取扱者の被爆管理 

・ＲＩを使用する人はガラスバッジを申請し、実験中常時付けておくこと。帰る時ガラスバッジ置き場に返

しておく。毎月の測定結果の通知は、各自の放射性同位元素等取扱者手帳に貼り付ける。 

・登録者以外の人は、ＲＩ管理事務室に申し出て、一時立ち入り者として管理区域に立ち入ることができる

が、ＲＩの使用はできない。被ばく線量は、ポケット線量計を借りて測定する。 

・各部屋の 終退出者が毎日の汚染検査を励行する。 

・定期検診、血液検査は必ず受ける。妊娠中の女性は速やかに届出る。 

ＲＩセンター実験室使用上の注意 

・暗室、実験室等は他の研究室の人も使用するので物品の帰属と整理に注意する。照明スイッチの消し忘れ

に注意。 

・冷暖房は人がいない時は必ず消すこと。ガス元栓、発熱器具もチェックする。 

・ＲＯ水や純水は、取水の度に記録する。 

・暗室は、ドアの表札で使用状況を明示する。共通スペースなので、後始末、ゴミの回収等に注意する。 

 

8.9.遺伝子組換え実験 

・遺伝子組換え分子を含む生菌・生細胞の取扱い、生菌・生細胞への遺伝子の導入は遺伝子組換え実験に該
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当する。これらで汚染したものは必ず滅菌して捨てる。 

・実験後手を洗う、ピペットを口で吸わない等、実験指針に従い安全に注意する。 

・遺伝子組換え実験室では特に飲食、喫煙は禁止されている。 

 

8.10.実験動物を用いた実験の注意 

 実験動物を用いて実験を行う場合には、九州大学動物実験規則に沿って実施しなければならない。特に新

規に動物実験を開始する場合には、理学研究院等動物実験委員会に連絡・相談し、その指示に従うこと。ま

た、定期的に実施されている動物実験に関する教育訓練を受講した後実施すること。 

 

8.11.諸注意 

清掃 

・適宜研究室の床、実験台周りの清掃を行う。大掃除の時には、コールドルーム、暗室、培養室、RI につい

ても担当者をきめ、その指示に従い行う。 

戸締り 

・各部屋の 後の人はその部屋の電気・ガス（元栓も）空調等を確実に止め、窓を閉める（鍵も閉める）。 

・全体で 後の人は、全ての部屋についてこれを確認し施錠する。鍵束は、所定の場所にしまう。 

・外出中の人がいる場合も、講座から人がいなくなる時には戸締りする。 

火災、ガス中毒 

・火災やガス中毒を絶対に起こさないように注意する。このため、冬期のストーブ消火、バーナー、ガスの

元栓を閉めること等特に気を付ける。 

・昼間でも誰もいない時にはストーブを消す。 

・バーナーは使用後なるべく消す。歯科用バーナーは使用後ロックする。 

ケガ、火傷、中毒 

・ケガ、火傷及び薬品による中毒等を起こさないように注意する。 

・遠心機、オートクレーブ、安全ピペッター（ピペットが折れる）、ブレンダー等の操作、重いローター等の

運搬、感電（電気泳動の時など）、危険な薬品の取扱については特に注意する。 

その他の事故防止 

・ケガ：遠心機、ブレンダー、ＵＶライト、遠心機のローターなど 

・感電：ゲル電気泳動、機器など 

・火傷：乾熱滅菌機、オートクレーブ、ガスバーナーなど 

・中毒：フェノール、アルカリ、アクリルアミド、エチジウムブロミドなど 

・火事：バーナー・ストーブ消し忘れ、エーテル・アルコール引火、エタノール容器は金属製を使い、蓋をす

る。 

・盗難：ロッカー等に貴重品を置かない。 

・深夜作業：なるべくしない。１人の深夜作業はしてはいけない。 

・戸締り：忘れないように。 

備品・機器の保守管理 

・メンテナンスを必要とする備品・機器については、管理責任者を決め保守管理を行う。故障と思われる場
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合には電源・ヒューズ等を確認、故障であることを確かめてから、責任者を通して業者に連絡すること。 

 

9.野外実習・調査 

野外において地層・岩石・生物・地球環境計測を対象とした野外調査は、学部３年次までの各実習、４年次

での特別研究、修士・博士研究など、さまざまな目的・目標・意図をもって行われる。また各段階の学生の

野外活動に対する経験量は明らかに異なっている。しかし、野外調査活動においては、目的や経験量の違い

にかかわらず、事故等の回避のためにつねに心がけるべき基本的な注意事項がある。野外調査活動の初心者

は言うまでもないが、経験を積んだ者であっても野外では事故に遭遇する危険に直面していることを十分に

認識することが大切である。なお、学生が野外調査を行う場合、システム生命科学府で定められた様式の届

け出が必要となる。手続きの詳細は９．４に記載する。 

 

9.1.事前調査と心構え 

  野外活動を伴う実習や調査などは、活動の内容や活動を行う場所により、想定すべき危険が異なる。 

そのため、 

� どういうフィールドに赴き 

� どういう活動をするのか 

� 活動中に予想される危険は何か 

� 予想される危険を回避するために身に付けておくべき知識、準備、心構えは何か 

� 実際に事故が起こった場合にはどうすべきか 

などについて、指導教員と活動者の双方がきちんと把握しておくことが何よりも大切である。 

大学教育の一環としての野外活動では、「初めて」や「経験が不足」する参加者がいることが想定される。

したがって、指導教員は、活動者の経験や必要な知識の有無などを把握した上で、安全が確保できる教育体

制を整備する必要がある。活動者も、自身の野外活動に関する経験の程度や知識の有無に関する情報を引率

者や同行する参加者に正確に伝え、引率者の指導や監督に従う必要がある。 

また、野外活動においては、基礎的な体力や体調の管理が必要であり、活動予定者は活動内容を把握した

上で、自身の体調などを考慮し、場合によっては活動を見合わせることも必要である。 

 

9.2.一般的な注意事項 

・ 野外で実習・調査を行う前に、講習を受講すること。 

・ 調査地の情報を入手・更新してなるべく詳しい 新の情報を持つこと。また、携帯電話への位置情報アプ

リ（GPS）のインストールや、近くの医療機関や市町村等の公的機関の連絡先の把握も予め行うこと。 

・ 野外で作業をするときは、安全の 優先を常に念頭に置き、身の危険を感じたら、機器や実験データより

自分の身を守ることを優先すること。 

・ 単独で野外調査を行う場合は、初回の現地調査は指導教員の立ち合いのもと安全状況を確認すること。 

また、その後の調査においては、すぐ連絡がとれるように携帯電話（必要に応じて衛星携帯電話）やトラ

ンシーバーを携帯すること。 

・ 単独調査においては、不審人物と遭遇した場合に備え、防犯ブザーや対人使用の熊よけスプレーなど自分

で身を守ることのできる物品を携帯すること。 
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・ 危険な場所や夜の調査では極力単独行動を避け、指導教員とは毎日連絡を取るようにすること。 

・ 夏の野外調査では、半袖シャツ・半ズボンの着用は避け、頭部等への太陽光の直射をふせぐための帽子な

どを着用すること。また、熱中症予防のため、こまめな水分補給を心掛けること。 

・ 冬の野外調査では、充分な防寒が得られる服装が必要である。風を防ぐ着衣や手袋なども準備するのがよ

い。また、狩猟解禁期に山間部で野外調査を行う場合は、遠くからでも目立つような鮮やかな色の上着を

着用して、誤射事故を避ける必要がある。 

・ 通常の野外調査では、トレッキングシューズの着用が望ましい。スニーカー、テニスシューズなどは滑り

やすく、海岸の岩場や渓流では危険である。 

・ 雨天時等の場合に備え、透湿防水素材の雨具（代表的にはゴアテックス）を準備すること。 

・ 海、河川、湖沼などの水域の調査では、水深に関わらずライフジャケットを着用するようにすること。 

ただし、夏に海水のない潮間帯の作業などでは、ライフジャケット着用により、熱中症の危険性もあるた

め、そのような場合は状況に応じての着用としてよい。 

水域調査で着用する靴は水の入らない長靴が望ましい。また、状況に応じて、フェルトやフェルトスパイ

クなど、より滑りにくい靴底を選択する必要がある。 

・ 学生実習などでは、手提げバッグやたすきがけスタイルのバッグを携行する者が多いが、両手を自由にし

ておくためには、リュックザック式のバッグの利用が必要である。 

・ 負傷時の応急処置ができるよう、絆創膏、消毒薬等の 低限の医薬品を携行することが必要である。学生

実習では、指導教員が応急医薬品セットを携行するのが望ましい。 

・ 特別研究や修士・博士研究では、単独で野外調査を行うことが多い。そのため、野外調査中に事故等を起

こした場合、携帯電話が普及しているとはいえ、対応や応急処置が困難になる。こうした事態を避けるた

めには、予定の調査ルートや帰着予定時刻等を宿舎に予め伝えておくことが大切である。この意味から、

野外調査では不必要なキャンプ生活を避けるのが賢明である。 

・ 宿泊する場合は、宿泊者のプライバシーを守れる一定条件を備えた宿泊施設を確保するように心がけ、セ

クシャルおよびアカデミックハラスメントが生じる環境をつくらないよう配慮すること。また、不測の事

態に対処できるよう、指導教員は所定の様式を使用して、部門長宛届け出る。なお、調査の途中で日程が

変更した際は、すぐに研究室に連絡すること。 

・ 無理のない日程・行動計画のもとに野外調査を行う必要がある。とくに秋〜冬の渓流沿いの調査の場合、

日没時間や帰途に要する時間を考慮した行動せねばならない。夕刻暗くなってから滝や岩壁を下るのはき

わめて危険であり、死亡につながる転落事故を招く。 

・ 野外調査に自家用車・レンタカーを利用する場合、カーブが多く、狭い未舗装道路での運転には、スピー

ドの出し過ぎや対向車確認などに十分に注意を払う必要がある。またバイクを利用する場合も多いが、雨

の日や未舗装道路のカーブでのスリップ事故に注意が必要である。逆にカーブ部分には露頭がみられるこ

とが多いが、他車の衝突を招く危険があるのでカーブ地点に駐停車はしないこと。また見通しの悪いカー

ブ地点付近での露頭観察では車の接近につねに注意を払う必要がある。  

・ 山間部の湧き水は一見してきれいで、飲用に適しているようにみえる。しかし、植林された人工林付近な

どでは農薬が混入していることがあり、飲用可の指定がない場合は飲まないのが安全である。 

・ 危険回避に加えて、マナーを守った野外調査を行うことが必要である。例えば、タバコや焚き火の始末を

確実に行うこと、私有地への立ち入りには必ず地主の了解を得ること、岩石の破片を路上に放置しないこ
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と、必要以上に岩石や化石を採集しないこと、不必要に植生を荒らさないこと等があげられる。  

・ グループで地球環境計測を行う場合の注意事項： 

・ 現場ではグループのリーダーの判断に従うこと。 

・ 可能な限り集団行動をし、一人では動かないようにすること。 

・ 大学研究室との連絡を綿密に取ること。 

・ その日その日の作業報告を大学研究室に行うようにすること。 

 

9.3.野外調査現場での注意事項 

（１）山間部調査での注意事項 

・ 転落事故の回避 山間部の調査において、道に迷ったときは、ピークや尾根に上がることが原則である。

ピークや尾根に上がれば視界が開け、地図とコンパスでの現在地の確認が容易になるうえ、登山道はピー

クや尾根を通っていることが多いからである。また、渓流沿いの調査において、滝・岩壁に遭遇した場合

は、時間をかけてでも、林の中などに迂回コースを決めて、それを登ることが必要である。滝や岩壁を直

登することは転落事故につながる も危険な行為であり、決してしてはならない。下記の崖の登り・下り

などにおいても同様であるが、ヘルメット着用が望ましい。 

・ 崖を登る（下る）場合の注意 立ち木や露岩をつかんだり、足場にしたりして上下するが、その場合、枯

れ木や浮き石に体重をかけないことが必要である。生木に素手で触れるとひんやりとした感触があるので、

枯れ木と区別することが出来る。また石を掴むまたは足場にする前に、少し手や足で揺さぶってみて、浮

き石でないことを確かめる必要がある。１本の木や１カ所の露岩に全体重をかけることも避けなければな

らない。上記の注意事項に加えて、崖を下る場合、体を崖の前方に向けるのではなく、体を反転させて（崖

に向き合う形で）、立木や露岩を利用してゆっくり下ることが必要である。一般には、崖を登るよりも下る

ことのほうがより危険であることを知っておく必要がある。 

・ 崖・急な斜面での落石 崖や斜面の上部にいて、ハンマーを使う場合、割った岩石を下に落とさないよう

に注意せねばならない。小さな石であっても、落下の途中で大きく空中に跳ね上がることもあり、大事故

につながるからである。また崖や急斜面の下に民家や道路がある場合は、落石に細心の注意を払う必要が

ある。万一、落石した場合、大声でそのことを叫ぶこと。 

・ 渓流・沢の調査の注意 渓流の石にはコケが生えているのが普通であり、きわめて滑りやすい。体や靴・

服が濡れることを嫌って、石の上を跳ぶのは転倒の危険が大きく、してはならない。また大雨の直後の渓

流・沢では水位が増しているので、思わぬ深みに足をとられ、溺れる危険がある。日本の場合、河川勾配

が大きく、１〜２日程度で水位が下がる場合が多いので、それを待って渓流・沢の調査を行うべきである。  

・ 危険な動物への注意 北海道のヒグマ、奄美・沖縄地方のハブ、本州・九州・四国各地のマムシ、スズメ

バチなどに注意せねばならない。季節によっては、ヘビ、ハチなどの被害にあった場合の応急処置法をあ

らかじめ知っておくことが必要である。またヤブ蚊カ、虻アブ、蛭ヒルへの対策も必要となる。 

・ その他 遭難等、不測の事態が生じた場合は、基本的に尾根に向かって登ること。また、真夏の山間部（と

くに高い山の尾根筋）や広い草原部などでは落雷に注意せねばならない。落雷が接近した場合は、尖った

金属部分を含むハンマー、コンパス、ナイフ、ベルトなどを外し、それらから離れた場所に体を低くして

雷雲が遠ざかるのを待つ。自動車内に逃げ込むのが も安全である。また天気予報などで雷発生について

情報を得ておくことも重要である。 
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（２）海岸部調査での注意事項 

 山間部での野外調査における注意事項と多くが共通している。ここでは海岸部での地質および生物調査で

とくに注意すべき点を示した。 

・ 高波 新しい気象情報の入手に努め、調査予定の海岸での波の高さや天気予報の内容を熟知しておくこと

がまず必要である。波浪が高いときには決して無理をしてはならない。 

・ 潮の干満 岩場の多い海岸に沿った調査を行う場合、潮見表などで潮の干満差や干満時刻に関する情報を

入手して、行動計画をたてなければならない。 

・ 岩場の調査 海藻または付着藻類によって海岸の岩場はたいへん滑りやすくなっているので、行動には細

心の注意が必要である。またカキやフジツボなどが付着していることが多く、転倒しないよう注意せねば

ならない。万一の転倒に備えて、ヘルメット着用が望ましい。海食台では露頭がオーバーハングしている

場合が少なくない。落石事故や頭部の打撲に備えるためにもヘルメットの着用が推奨される。 

 

（３）海外での地球環境計測における注意事項 

・ 出発前に必ず海外旅行保険に加入すること。 

・ 現地で治安が良くないとされている場所には近づかないこと。 

・ 食中毒に注意して、安全な食材を選ぶようにすること。 

・日本から持っていかなければ現地では手に入りにくいものもあるので、出発前の準備時には、持っていく      

機材等のリストを作り、それに基づいて抜けの無いように準備すること。 

 

9.4.保険 
 活動者は学生教育災害傷害保険（以下、学研災）またはこれに準ずる保険に加入することを原則とし、科

目の特性に応じ保険加入を履修の条件とするなどして取り扱うものとする。 

学研災では、授業として実施される実習中の事故について、学内外を問わず補償の対象となるほか、保険

の加入がインターンシップなどのプログラム参加の条件となっていたり、正課外の行事や通学時の事故も補

償の範囲に含まれることから、本学では、学生の入学時に学研災加入を推奨している。ただし、学研災の補

償内容は限定的であるため、野外活動のフィールドや内容に応じて、その他の適切な保険についても検討す

る必要がある。 

なお、野外活動に参加する学生の保険加入状況については、事前届（様式３－１）の保険名称・種類欄の

チェック欄で確認すること。 

 

※参考）  

・学生教育災害傷害保険（学研災） 

公益財団法人 日本国際教育支援協会ＨＰ 

http://www.jees.or.jp/gakkensai/index.htm 

 

・野外活動保険、山岳保険の例 

モンベル野外活動保険、山岳保険 

http://hoken.montbell.jp 
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9.5.野外調査にあたっての届出等 
学生が野外調査を行うにあたっては、あらかじめ、科目担当教員または指導教員の承認を得た上で届け出

書類の提出が必要である。学生の野外調査には、授業科目で行う場合、学生主体（特別研究）で行う場合及

び学外研修の場合があり、各々届出の様式や提出期限が異なるので「野外活動実施に係る届出スケジュール」

を参照の上注意すること。 
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9.6.野外調査にあたっての各種手続き様式 

 

(No.  )                                 （様式３－１） 

令和  年  月  日 

システム生命科学府長  殿                                         

                         学生氏名：                         

                          （学生番号：                       ）  

                         指導教員：                     印   

 

教育に係る学⽣野外活動事前届 

 

○実施期間：令和  年  月  日～令和  年  月  日 

○野外活動の概要（研究課題、活動場所，内容等） 

研究課題： 

 活動実施場所： 

 活動概要： 

○野外活動の安全対策（野外活動において想定されるリスクの確認） 

□交通事故 

□水難事故 

□転倒・墜落・骨折 

□アナフィラキシーショック 

（前歴があれば特記すること） 

□その他（内容を具体的に記すこと） 

○講習の受講内容の確認 

□交通事故 

□水難事故 

□転倒・墜落・骨折への対処法 

□危険生物への対処法 

□その他（内容を具体的に記すこと） 

□緊急の怪我・病気等に備えて対策を取っている。 

□その他（              ） 

○スケジュール： (できるだけ詳細を記載または資料添付) 
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○宿泊の有無：   無 ・ 有（場所，連絡先等：                      ） 

○学生等同行者： 

○緊急時の連絡方法（連絡先,手段,電話番号等）： 

・現地→大学：システム生命科学府事務室 092-802-4033（平日 8：30～17：15），090-××（時間外） 

・大学→現地：（本人の携帯電話など） 

○事故に関して連絡を希望する者（保護者など）の住所・連絡先： 

・連絡先氏名：（        ）、関係（     ） 

・連絡先：携帯電話 090-×××-×××× 

○海外の場合：滞在国の日本政府在外公館（又は準ずる機関）の連絡先 

・滞在国の日本政府在外公館： 

・現地の病院、警察等： 

・現地カウンターパート： 

○保険名称・種類： 

□学生教育研究災害傷害保険  □学研災付帯学生生活総合保険 

□大学生協 学生総合共済保険  □その他（          ） 

○その他特記事項： 

 

 注）実施の３⽇前までに提出すること。                                 
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(No.  )                                 （様式３－１） 

令和  年  月  日 

システム生命科学府長  殿                                         

                         学生氏名：                         

                          （学生番号：                       ）  

                         指導教員：                     印   

 

教育に係る学⽣野外活動事前届（記⼊例） 

 

○実施期間：令和２年 ７月 １日～令和２年 ７月３１日 

○野外活動の概要（研究課題、活動場所，内容等） 

研究課題：伊都キャンパス保全緑地における送粉ネットワーク 

 活動実施場所：九州大学伊都キャンパス（ウエストゾーン～イーストゾーン） 

活動概要：○○○○○…の現地調査を行う。なお、移動にあたっては自動車を用いる場合がある。 

○野外活動の安全対策（野外活動において想定されるリスクの確認） 

○野外活動において想定されるリスクの確認 

■交通事故 

□水難事故 

■転倒・墜落・骨折 

■スズメバチによるアナフィラキシーショック 

（前歴があれば特記すること） 

■その他（内容を具体的に記すこと） 

   ・マムシによる咬傷 

○講習の受講内容の確認 

■交通事故 

□水難事故 

■転倒・墜落・骨折への対処法 

■スズメバチへの対処法 

■その他（内容を具体的に記すこと） 

 ・マムシに咬まれた場合には大学近くの病院ですぐに治療を受ける。 

■緊急の怪我・病気等に備えて対策を取っている。 

□その他（              ） 

スケジュール： (できるだけ詳細を記載または資料添付) 
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○宿泊の有無： ■無 ・ □有（場所，連絡先等：                      ） 

○学生等同行者：同研究室所属：○○○○ 

○緊急時の連絡方法（連絡先,手段,電話番号等）： 

・現地→大学：システム生命科学府事務室 092-802-4033（平日 8：30～17：15），090-××（時間外） 

・大学→現地：（本人の携帯電話など）080--×××-×××× 

○事故に関して連絡を希望する者（保護者など）の住所・連絡先： 

・連絡先氏名：（○○○○ ）、関係（ 父  ） 

・連絡先：携帯電話 090-×××-×××× 

○海外の場合：滞在国の日本政府在外公館（又は準ずる機関）の連絡先 

・滞在国の日本政府在外公館：+1-○○○-○○○-○○○ 

・現地の病院、警察等：+1-○○○-○○○-○○○ 

・現地カウンターパート：+1-○○○-○○○-○○○ 

○保険名称・種類： 

■学生教育研究災害傷害保険  ■学研災付帯学生生活総合保険 

□大学生協 学生総合共済保険  □その他（          ） 

○その他特記事項： 

 

 注）実施の３⽇前までに提出すること。                                 
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同意書（様式３-２） 

 

年   月   日 

 

 

 

同意書 

 

 「教育に係る学生野外活動事前届（様式３－１）」のリスクがともなう野外研究を自ら 

 

の責任で行うことに同意し、上記のリスクを回避するために万全の注意を払います。 

 

 

 

 

     署名 
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(No.  )                                    （様式４） 

令和  年  月  日 

システム生命科学府長  殿                                         

 

【授業科目で野外活動を実施した場合】 

所属・職名：                        

                          代表担当教員(科目責任者)：                   

又は 

【学生主体（特別研究）で野外活動を行う場合】 

学生氏名：                         

                          （学生番号：                       ）  

                          

野外活動実施報告書 

 

令和  年   月  日に提出した 

［ 教育における野外活動実施届（様式２） ・ 教育に係る学生野外活動事前届（様式３） ］について、 

 

□ 届出どおり実施した。 

 

□ 実施内容に変更があった。 

 

＜実施内容に変更があった場合＞ 

変更内容  

変更理由 

 

 注）実施後速やかに提出すること。                                 
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(No.  )                                    （様式４） 

令和  年  月  日 

システム生命科学府長  殿 

 

【授業科目で野外活動を実施した場合】 

所属・職名：  ○○○○                  

                          代表担当教員(科目責任者)：   ○○○○          

又は 

【学生主体（特別研究）で野外活動を行う場合】 

                         学生氏名：  ○○○○                          

                          （学生番号： △SL△△△                  ）  

                          

野外活動実施報告書（記⼊例） 

令和２年○月○日に提出した 

［ 教育における野外活動実施届（様式２） ・ 教育に係る学生野外活動事前届（様式３） ］について、 

 

□ 届出どおり実施した。 

 

☑ 実施内容に変更があった。 

 

＜実施内容に変更があった場合＞ 

変更内容 

実施期間の変更 

変更前）７月１５日 ～ １７日 

変更後）７月１５日 ～ １８日 

変更理由 

 

７月１６日の天候不良により、動植物の調査が予定どおり実施できず、実

施期間を１日延長した。 

 注）実施後速やかに提出すること。                                 

記入例 
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9.7.緊急時の連絡先等  
 

・まず、自分の身の安全を確保する。 

・通報は、以下の順序で行うものとする。 

① 火災・救急の場合は１１９番へ、事件・事故の場合は１１０番へ通報する。 

② 各地区の守衛所等へ連絡する。 

③ 部局の事務部等及び指導教員等へ連絡する。 

④ 必要に応じて、最寄りの公的機関に連絡する。 

⑤ 関係機関等への連絡終了後、家族へ連絡する。 

・通報の際は、 WHEN（いつ）、 WHERE（どこで）、 WHO（誰が）、WHAT（何が起こったか）、通報者の所属・氏名・

連絡先を基本とする。 

・知り得た状況が緊急・異常事態に該当するかどうか判断に迷った場合は、「緊急・異常事態」とみなし、通報する。 

 

地区 守衛所 地区担当課 

地区 守衛所 健康相談室 地区担当課 

伊都地区 

 

ビッグオレンジ前守衛所 

TEL：092-802-2305 

センターゾーン 

TEL：092-802-5881 

ウエストゾーン 

TEL：092-802-3297 

総務部総務課 

TEL：092-802-2125 

馬出地区 

 

東門守衛所 

TEL：092-642-6019 

 

TEL：092-642-6889 

医系学部等事務部総務課 

TEL：092-642-6240 

筑紫地区 

 

大野城門守衛所（夜間のみ） 

TEL：090-3196-3400 

 

TEL：092-583-8431 

筑紫地区事務部庶務課 

TEL：092-583-7502 

大橋地区 

 

正門守衛所 

TEL：092-553-4428 

 

TEL：092-553-4581 

芸術工学部事務部総務課 

TEL：092-553-4408 

箱崎地区 

 

正門守衛所 

TEL：092-642-2196 

 

 

統合移転推進部統合移転推進課 

TEL：092-642-2194 

病院 

 

南棟警備員詰所 

TEL：092-642-5019 

 

 

病院事務部総務課 

TEL：092-642-5005 

別府病院 

 

正門守衛所（夜間のみ） 

TEL：0977-27-1600 

 

 

病院（別府地区）事務部 

TEL：0977-27-1602 

・緊急時の通報終了後、落ち着いた状況となれば、メモを取り、事実経過をまとめておくことを推奨する。 

・事故に遭うと自分でも気づかないうちに心身の不調をきたすことがあるので、後日キャンパス内にある健康相談室で

カウンセリングを受診することを推奨する。 
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9.8.緊急時の対応＜九州大学安全管理マニュアル抜粋＞  

１．火災・実験事故への対応 

 

 

２．不審者・不審物への対応 
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３．犯罪予告・テロへの対応 

 
 

４．その他事件・事故への対応 
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9.9. サイコロジカル・ファーストエイド 
 

事故事件・災害などによって人身事故あるいは心身の危険を感じるような事態が発生した場合、それによって影響

を受けた人たちへの心理面への支援が必要となる。以下、学外活動中の事故発生時における心理面への支援の留

意点を記載する。 

 

１）対象となる人 

危機的な出来事に遭遇したときの反応や感じ方は、人によって異なる。過去に類似した辛い体験をもつ場合や、危

機遭遇時に心身の健康状態がすぐれなかった場合には、動揺が大きくなることがある。 

(1)事故・危機状況を経験した当事者 

(2)それを目撃した人 

(3)身近で見聞きしてショックを受けた人 

もその対象となる。危機的出来事に見舞われた人たち全体への対応とともに、動揺が顕著な人を対象とした個別の関

わりも必要になる。 

 

２）関わり方 

肝心なのは、相手のそばにいて、相手が語ろうとしていればその話をただ聴くこと、相手が黙っているならそれを受

け入れることである。経験した出来事や気持ちを無理に語らせたり、質問を重ねたりするのは不適切である。「気にな

ることはないですか？」と尋ねるくらいが妥当である。 

(1)話をしっかり聴いていることが相手に伝わるように、うなずいたり、相づちをうつようにする。 

(2)個別に話を聴く場合には、プライバシーが守られるように配慮する。 

(3)水分や軽い食物を提供することが、相手の気持ちを楽にさせることもある。 

(4)相手が情報を知りたがっていることがあるが、知らないことには推測で答えるのでなく、「残念だが知らない」と答 

える方が誠実である。 

 

３）支援者自身の心身の状態の管理 

危機的状況においては、支援者自身も不安や動揺を感じたり、心身ともに疲労していることが多い。自分の心身の

状態に気づき、休息を心がけること、そして無理をしすぎないようにすることが重要である。 
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10.VDT 作業およびコンピュータの安全管理とネットワーク
セキュリティ 

 

10.1 VDT 作業 

  VDT 作業とは、コンピュータなどのディスプレイ、キーボード等により構成される VDT（Visual Display 

Terminals） 機器を使用して行う作業を指す。VDT 作業では以下の点に注意して作業を行う。 

 

10.1.1 作業環境について 

(1) 室内は、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを感じさせないように照明等を調整する。 

(2) ディスプレイ画面に太陽光が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け 

て、適切な明るさにする。 

(3) ディスプレイについては、画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整し、グレア（映り込み） 

の防止を図る。 

(4) VDT 機器及び周辺機器から不快な騒音が発生する場合には、騒音の低減措置を講じる。 

 

10.1.2 作業時間について 

(1) 作業時間が連続して１時間を超えないようにして、次の連続作業までの間に 10～15 分の作業休止時 

間を設ける。また、連続する作業時間内において１～２回程度の小休止を設ける。 

 

10.1.3 VDT 機器等について 

(1) 作業姿勢は、椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分にあて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢 

を基本とする。 

(2) ディスプレイは、おおむね 40cm 以上の視距離を確保する。また、この距離で見やすいように、必要

に応じて眼鏡による矯正を行う。 

(3)  ディスプレイ画面とキーボード又は書類との視距離の差が極端に大きくならないようにして、全体 

が適切な視野範囲に収まるようにする。 

 

10.2 コンピュータの安全管理およびネットワークセキュリティ 
 コンピュータは研究を行う上で重要なツールであり、内部に精密な部品を使用しているので、取り扱い

には十分注意する必要がある。また、ネットワークの普及に伴い、マルウェアなどの感染が多数報告されて

いる。それらの感染によるインシデントを未然に防止するためには、ある程度の知識が必要である。そのた

め以下の点に注意してコンピュータを取り扱うようにする。 

 

10.2.1 コンピュータのハードを取り扱う上での注意 

(1) コンピュータは衝撃や振動に弱いので、丁寧に扱う。 

(2) 決められたシャットダウンの操作を行わずにコンピュータの電源を落とすと、システムに致命的な

障害を与えることがあるので、電源を落とす場合は必ずシャットダウンの操作を行う。また、停電が
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予定されている時は、あらかじめシャットダウンして電源を落とした状態にしておく。 

(3) コンピュータのメモリやストレージの交換等で、コンピュータの中を開けて作業する場合は、感電す

るおそれがあるので、電源プラグを抜いて作業を行う。また、コンピュータは静電気に弱いので、作

業の際はセーターを脱ぐ、ドアノブ・窓枠を触るなどして、静電気を除去した上で行う。 

(4)  コンピュータは水や塵に弱いので、コンピュータ室内は清潔にして飲食は行わない。 

(5) プリンタなどの使用済みインクやトナーは、決められた方法で廃棄する。 

(6) コンピュータを廃棄する場合は、ストレージに保存されているデータが復元できないよう、完全に 

消去するかストレージ自体を破壊してから、決められた方法で廃棄する。なお、大学所有のコンピュ

ータで物品登録されているものは、用度係へ除却手続きを行ってから廃棄する。 

 

10.2.2  コンピュータを利用するときの注意 

(1) 新たにコンピュータを設置して、学内のネットワークに接続する場合は、端末接続申請書を所属す 

る部門の支線 LAN 管理者に提出し、管理者から指定された IP アドレスで接続する。また、研究室等

の LAN に接続する場合は、所属する研究室等の管理者の指示に従って接続する。 

(2) 支線 LAN 管理者に無断で IP アドレスを設定して接続すると、他のコンピュータがネットワークに接

続できなくなるので絶対に行わないこと。 

(3) 他人の ID やパスワードを使って、権限のないコンピュータを不正に使用したり、ソフトウェアの脆

弱性を利用してコンピュータを不正利用したりする行為は法律で禁止されているので、絶対に行わな

いこと。 

(4)  ネットワークケーブルの配線をむやみに変更すると、ループ等が発生して建物全体のネットワーク 

に障害をおよぼす可能性があるため、配線を変更する場合は、所属する研究室等の管理者の指示に従

い、配線先を確認しながら慎重に作業を行う。 

(5) 障害が発生した場合は、速やかに管理者に届け出る。その際に障害が発生した状況を簡潔にわかりや 

すく（5W1H で）管理者に報告すること。 

(6) OS（Windows、Mac、Linux）やソフトウェアに脆弱性が発見された場合は、マルウェアなどの悪意の

あるプログラムで攻撃を受ける可能性が高くなる。そのため、速やかにプログラムの使用を停止し、

セキュリティ更新プログラムの適用を行う。 

(7) マルウェア等の感染を未然に防止するため、パソコンの OS の種類にかかわらずウイルス対策ソフト

をインストールして、定期的にウイルスチェックおよび定義ファイルの更新を行う。 

(8) ハードディスクまたは SSD（Solid State Drive）が故障した場合は、データがすべて破損してしまうの

で、大事なデータは定期的に別の記憶媒体（外付けハードディスク、NAS 等）にバックアップを行う。 

   (9) USB メモリ内に感染したマルウェアによる被害が多発しているので、ウイルス対策ソフトを導入し

ていないパソコンでは USB メモリを使用しないようにする。 

  (10) 個人情報および機密情報のファイルが入ったノートパソコンや外部記憶装置（外付け HDD、USB メ

モリ等）を学外に持ち出すと、それを紛失した際に情報が漏洩して、重大なインシデントとなる可能

性があるので、個人情報および機密情報のファイルを学外に持ち出さないようにする。  

(11)  P2P ファイル交換ソフトは、著作権を侵害するおそれがあるので学内での利用は禁止されている。
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そのため、①ファイル交換ソフトがインストールされたパソコン等を学内で使用してはいけない。②

学内のパソコン等にファイル交換ソフトをインストールしてはいけない。③個人所有のパソコンであ

っても、学内で使用することがあるパソコン等にはファイル交換ソフトをインストールしてはいけな

い。また、ファイル交換ソフトを介して感染するマルウェアも発見されており、使用者が知らない間

にコンピュータの内部情報が漏洩してしまう危険性がある。 

  (12) 無線 LAN を利用する場合は、部外者からの通信データの盗聴およびネットワーク侵入を防ぐため 

に、必ずセキュリティ対策（暗号化の設定）を行うこと。古い暗号化方式である WEP および WPA に

よる暗号化は、解読される可能性があり大変危険なので、解読が困難な WPA2（設定例：「WPA2-PSK

（AES）」）を用いる。また、追加の対策として MAC アドレスによるアクセス制限、SSID の変更などを

行うことが望ましい。 

(13) 日頃から、使用しているハードウェア、ソフトウェアに関する知識の取得に努める。 

 

10.2.3 メールを使う上での注意 

(1) 大学内で取得したメールアカウントは研究目的にのみ使用すること。私用のものについては、各自 

で大学外の別のアカウントを取得すること。 

(2) メールを送る場合には、受信者が読めない可能性のある半角カナや機種依存文字（①、②、Ⅰ、Ⅱ、

 ㍉、㎏、㈱など）を使用しないよう注意する。 

(3) HTML メールはマルウェア感染の経路になるので、できるだけ使用を避け、テキスト形式で送信す

る。また、メールソフトは標準で HTML メールを作成しないように設定する。 

(4) メールをプレビューするだけでウイルスに感染するメールも存在するので、自動でプレビューしない

ようにメールソフトで設定する。 

(5) 大きい容量の添付ファイルをメールで送信しないよう心がける。5MB を超えるようなファイルを送

信する必要がある場合は、情報統括本部のファイル共有サービス（https://storage.iii.kyushu-u.ac.jp/）を

利用する。送信側と受信側のメールサーバの制限を超えないよう注意する。 

(6) 知らないアドレスから送信された不審なメール（スパムメール）に添付されているファイルや本文中

に記載されている URL はマルウェアや悪意のあるサイトの可能性が高いため絶対に開かない。なお、

悪質なメールでは知人や管理者を装うことがあるので、知っている人からのメールでも、不審な添付フ

ァイルや URL には十分な注意が必要である。  

 (7) 卒業や退職（異動）などでメールアカウントを使用しなくなる場合は、管理者に連絡してアカウント 

の削除を行う。 

(8) フィッシング詐欺という、実在するクレジット会社や銀行の Web ページを装って、個人情報（カード 

番号、ID、パスワード）を搾取する被害が多発している。自分に関係のある会社や銀行を装ったメー

ル本文の URL をクリックして、安易に個人情報を入力しないよう注意する。 

 

10.2.4 Web ブラウザを使う上での注意 

 Chrome、Internet Explorer、Edge、Firefox、Safari などの Web ブラウザは、メールと並んで日常的に
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使用されるソフトウェアであるが、インシデントを起こす原因となることも多いので以下の点に注意して使

用すること。 

 

(1) Web ブラウザを利用して個人情報などの重要な情報を送信するときは、信頼できるサイトであるか、本

当に送信が必要であるかどうか十分に注意を払って行う。また、そのページが SSL(TLS)暗号通信に対応

しているかどうかを確認することも重要である。  

 (2) ネットショッピング等の研究に関連しないサイトの閲覧など、Webブラウザの私的な利用は控えること。 

 (3) Web ページの中にはコンピュータの脆弱性を利用して、閲覧するだけで悪意のあるプログラムを実行 

させるページがあるので、Web ブラウザは常に 新版を利用し、更新がある場合は速やかにそれを適用 

する。または、Web ブラウザの自動更新を設定するようにする。 

 (4) ブログ、SNS（LINE、Twitter、Instagram、Facebook 等）は不特定多数のユーザが閲覧できるので、社会

的に不適切な文章（または写真、動画）や個人を特定できる情報（電話番号やメールアドレス等）は掲

載しない。  

 

10.2.5 サーバを利用するときの注意 

  計算用のスーパーコンピュータや各種サーバ類など、複数の人間がログインするコンピュータを利用する

場合、次のようなことに気をつけること。 

 

(1) ログインするために必要なパスワードは、ユーザ本人から容易に想像できるものや簡単なもの（英単語

や字数の少ないもの）を使用しない。パスワードは 8文字以上で、大文字、小文字、数字、記号を 

混ぜて設定する。また、OS や一部のソフトウェアには ID とパスワードを記憶させる機能があるが、そ 

れを用いて他人がログインする可能性があるので、設定しないようにする。 

(2) 障害発生時に速やかに報告できるよう、使用するコンピュータの管理者を確認する。 

(3) 管理者から発行されている利用の手引き等を熟読し、その利用方法から逸脱した行為を行わない。 

(4) 課金が生じる資源（スーパーコンピュータ、データベースなど）の利用は、予め管理者に相談の上、 

計画的に行う。また利用中は課金、接続時間、ディスク使用量等にも注意を払う。 

 

10.2.6 管理者としての注意 

複数のユーザが使用する各種サーバの管理者（ルートユーザ）となる場合、その権限が大きいため、管

理ミスから起こしてしまう障害も大きくなる。以下の項目を参考に、細心の注意を払って管理を行う。 

  

(1) 日頃から管理対象のコンピュータおよび関連するネットワークの状態を確認する。具体的には 

   ・ユーザーアカウント（使われていないものは削除する） 

   ・CPU、メモリ、ディスク、その他周辺機器の使用状況 

   ・OS やインストールされているアプリケーションの種類やバージョン、その設定状況 

   ・ネットワークに接続する場合は、ホストネーム、IP アドレス、DNS アドレス、ゲートウェイアドレ 

 スなど必要な設定項目 
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   ・コンピュータが接続されているネットワークの大まかな構成、ファイアーウォールなどがある場合 

 にはその設定状況 

 (2) 周辺の関連する設備の管理者（ネットワーク、メールサーバ、情報基盤センター、その他ログイン先）

を把握して、迅速に連絡が取れるようにしておく。 

 (3) 連休等で長期間大学に不在の場合は、障害時に備え、連絡先を研究室の関係者に伝えておく。 

 (4) 24 時間使う必要のないコンピュータは、使用しない時には電源を落とす。 

 (5) サーバを運用する場合、必要のないサービスは立ち上げないようにする。 

 (6) 公開するサービスには可能な限りアクセス制限をかける。特に学外からのアクセスに対しては、必要 

に応じて IP アドレス等による制限をかける。 

 (7) サーバにはログを取る設定を行って、定期的に不正なアクセス等が無いか調査する。 

 (8) ネットワークにより、外部と通信を行う場合は、SSH などの暗号通信を用いて、パスワード盗聴に対 

する対策を行う。 

 (9)  OS（Windows、Mac､Linux）の更新プログラムが公開されたら、速やかにそれを適用する。 

 (10) ストレージが故障した場合は、データがすべて破損してしまうので、大事なデータは定期的に別の記

憶媒体（外付けハードディスク等）にバックアップを行う。また、ディスクを複数用意して、RAID（ミ

ラーリング）を構成することも有効である。  

 

 

11.参考資料 
 

11.1 理学研究院等安全衛生管理体制 

 伊都地区ウエスト安全・衛生委員会（毎月開催）の下部組織として、理学研究院等安全・衛生部会が組織

されており、また理学研究院等安全委員会の専門委員会として、労働衛生安全専門委員会が組織されている。

２ヶ月に１回、労働衛生安全専門委員会・安全衛生部会合同委員会を開催している。 

 

 

理学研究院等安全・衛生部会 

各部門等衛生管理者 

安全委員会 
    研究院長 

副研究院長 
    各部門長 
    事務長 
    その他 

 労働衛生安全専門 

 委員会 
研究院長補佐 

   各部門委員 
   事務長 
   その他 

放射線安全委員会 
  研究院長 
  各部門委員 
  放射線取扱主任者 
  放射線取扱副主任者 
  その他 

高圧ガス安全委員会 
  副研究院長 
  各部門委員 
  附属工場の委員 
  中央元素分析所の委員 
  その他 
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11.2 理学研究院等安全衛生巡視体制 

 定期的に下記のとおりの職場巡視等を実施しており、11.2.1 と 11.2.2 は伊都地区ウエスト安全・衛生委

員会及び理学研究院等安全・衛生部会に、11.2.3 は理学研究院等安全・衛生部会に報告する。11.2.4 は第

２及び第３管理区分に評価された場合には、改善対策が必要となり、労働衛生コンサルタントによる巡視も

行われる。

 
 

 

11.3 その他参考ホームページ 

 

※URL と掲載内容は予告なく変更されることがあります。 

 

１）九州大学環境安全衛生推進室 

  http://anei.jimu.kyushu-u.ac.jp/ 

２）九州大学環境安全衛生体制 

  http://anei.jimu.kyushu-u.ac.jp/aneitaisei.pdf 

３）九州大学安全衛生ガイドライン 

  https://www.kyushu-u.ac.jp/f/31057/anzeneisei-h2906.pdf 

４）九州大学災害対策マニュアル 

  https://www.kyushu-u.ac.jp/f/31480/manual_h29.09.pdf 

５）九州大学 教育における安全の指針 ～ 野外活動編 ～ 

https://www.kyushu-u.ac.jp/f/32783/201803.pdf 

６）九州大学環境安全センター 

  http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/ 

 

 

 

 

11.2.1 労働衛生コンサルタント職場巡視（年３～４箇所） 

11.2.2 産業医・専任衛生管理者職場巡視（年３～４箇所） 

11.2.3 部門等衛生管理者による職場巡視（３ヶ月に１回程度） 

11.2.4 作業環境測定（業者による実施：年２回） 

  ※平成２１年度に管理濃度・抑制濃度の改正があり厳しくなった（次項参照）。 

11.2.5 局所排気装置定期自主検査（年１回） 
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システム生命科学府事故発生等の緊急連絡表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   W1 号館防災センター（W1-B101） 4390、8067、807-6263   

 エネルギーセンター 2570、802-2570            

   三菱電機ビルテクノサービス 九州情報センター 475-1194  

   西部ガス 福岡地区ガス漏れ専用ホットライン 631-0919   

   救急指定病院（以下のとおり）  

 

昭和病院 福岡市西区大字徳永字大町 911-1 TEL：807-8811 

福岡豊栄会病院 福岡市西区田尻 2703-1 TEL：807-3567 

渡部整形外科ｸﾘﾆｯｸ 糸島市高田 4-9-1 TEL：322-1023 

糸島医師会病院 糸島市大字浦志 532-1 TEL：322-3631 

(休日・夜間急患 329-1190) 

誠心会 井上病院 糸島市大字波多江 699-1 TEL：322-3437 

九州大学病院 福岡市東区馬出 3-1-1 TEL：641-1151 

八木病院 福岡市東区馬出 2-21-25 TEL：651-0022 

 

 

西消防署 119（806-0642） 

西警察署（必要に応じて）110（805-6110） 

研究室責任者等 

初期対応 

発見者 

ビッグオレンジ警備員詰所 

166・2305（802-2305） 
総務係 802-4003 

保全係 802-4025 

九州大学大学院システム生命科学府 

〒819-0395 福岡市西区元岡 744 

TEL 092-802-4003（総務係）、4025（保全係） 


