
ＣO中毒事故防止のために

関東液化石油ガス協議会

業務主任者・保安業務管理者研修会



◆ＣＯ中毒事故発生状況（LP＋都市ガス）

近年は業務用厨房等におけるＣＯ中毒事故件数が、一般・集合住宅での事

 故件数を上回っている。
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業務用厨房等 一般住宅 合計 ※出典　原子力安全・保安院　事故速報より
　　　　　件数は事故調査結果により変わることがあります。
　　　　　2011年は9月20日現在



事業 発生日 場所 死亡
中毒

負傷
事故概要 機器分類

一般 9月12日 北海道 0 2

保育園厨房内で厨房員２名が、９時頃と１０時半頃に（各１名）体調不良のため受

診したところ、血液検査の結果、急性一酸化炭素中毒と診断された。 業務用こんろ

LP 9月5日 福岡県 0 3

製菓店において、調理中の従業員が体調不良を訴え、病院へ搬送され、３名が一

酸化炭素中毒と診断される事故が発生した。 蒸し器

LP 8月13日 兵庫県 0 3

飲食店において、調理中の従業員３名が一酸化炭素中毒となった事故が発生し

た。 業務用めんゆで器

LP 8月11日 福岡県 0 6

福岡県内の工場の食堂において、調理中の従業員６名が一酸化炭素中毒となった

事故が発生した。 業務用めんゆで器

一般 8月6日 大阪府 0 1

飲食店の厨房で、従業員１名が体調の不調を訴え、当日病院にて診察を受けたと

ころ、一酸化炭素中毒の疑いがあると診断された。 業務用めんゆで器

一般 7月12日 長崎県 0 2

病院厨房内で従業員２名が体調不良のため受診したところ、一酸化炭素中毒と診

断された。 不明

一般 7月5日 大阪府 0 2

営業中の飲食店（来客は無し）で従業員２名が体調不良を訴え救急車で病院へ搬

送され、一酸化炭素中毒と診断された。 業務用めんゆで器

LP 6月20日 東京都 0 1

飲食店において、ガスこんろを使って食事をしていた来客者１名が一酸化炭素中毒

（軽症）とみられる症状により、病院に搬送され治療を受ける事故が発生した。 ガスこんろ

LP 5月20日 北海道 1 0 社宅において、消費者1名が一酸化炭素中毒により死亡する事故が発生した。 瞬間湯沸器（開放式）

一般 3月28日 福岡県 0 1

建物管理の清掃作業員が公民館地下１階にある休憩室の入り口付近で倒れてい

たのが発見され、病院にて診断を受けた結果、一酸化炭素中毒と判定された。 吸収式冷温水機

一般 3月19日 広島県 0 3

パン工場で換気装置を使用せずに業務用オーブンを使用中に相次いで従業員３名

が救急搬送され、一酸化炭素中毒と診断され、治療を受けた。 業務用オーブン

一般 2月24日 東京都 0 1

飲食店の厨房で、めんゆで器を使用中に頭痛を訴え病院にて診察を受けた従業員

１名が、一酸化炭素中毒の可能性が高いと診断された。 業務用めんゆで器

LP 2月17日 北海道 0 2

共同住宅において、消費者がガス湯沸器を使用していたところ、消費者２名が一酸

化炭素中毒（軽症）とみられる症状により、病院に搬送され治療を受ける事故が発

生した。 瞬間湯沸器

LP 2月17日 栃木県 0 3

納屋兼作業所において、消費者がこんろを使用していたところ、消費者３名が一酸

化炭素中毒（軽症）により、病院に搬送され治療を受ける事故が発生した。

業務用こんろ（三連

バーナー）

LP 2月5日 広島県 0 1

社員寮において、消費者がガス湯沸器を使用していたところ、消費者１名が一酸化

炭素中毒により、病院に搬送され治療を受ける事故が発生した。 瞬間湯沸器（開放式）

LP 1月27日 三重県 0 1

パン屋において、開店前にガスオーブンを使用していたところ、従業員１名が一酸

化炭素中毒（軽症）により、病院に搬送され治療を受ける事故が発生した。 業務用オーブン

LP 1月2日 長崎県 0 12

ホテルの宴会場において、会食中の１２名が一酸化炭素中毒とみられる症状（軽

症）を訴え、病院で治療を受ける事故が発生した。 その他湯沸器

2011年ＣＯ中毒事故発生状況



2011年ＣＯ中毒事故発生原因①

事業 発生日 事故概要 機器分類

一般 9月12日

厨房内に設置された鋳物こんろの内１台の空気の取り入れ口が塞がってい
たため、使用中に多量の一酸化炭素が排出されたことと、排気設備も埃などで塞がってお

り十分な排気が出来ない状態であったことが事故原因と推定されるが、現在詳細調査中。 業務用こんろ

LP 9月5日

原因は、当該製菓店において、蒸し器を使用した際、換気扇を作動させていたが、換気扇

及び屋外の排気口で十分な風量が確保されていなかったため、排気
不足となり、当該蒸し器が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素を含む排気が屋内に滞留し

たものと推定されるが、現在詳細調査中。 蒸し器

LP 8月13日

原因は、当該飲食店の厨房において、換気扇を停止した状態で業務用めんゆで

器を使用したことにより不完全燃焼を起こしたものと推定されるが、現在詳細調査中。

業務用めんゆ

で器

LP 8月11日

原因は、当該食堂の厨房において、換気扇を作動させずにめんゆで器等を使用

したため、換気不良となり不完全燃焼を起こしたものと推定されるが、現在詳細調査中。

業務用めんゆ

で器

一般 8月6日

事故当日使用していた業務用めんゆで器の排気から高濃度の一酸化炭素が検出された

ことから、当該機器から発生した排気により一酸化炭素中毒に至っ

た可能性があるが、現在詳細調査中。

業務用めんゆ

で器

一般 7月12日

厨房内ガス機器の一酸化炭素濃度測定の結果異常は確認されず、厨房内に設置された

業務用換気センサーの鳴動も確認されなかった。ついては、事故発生原因を現在調査中。 不明

一般 7月5日

事故当時を再現し、換気扇を使用せずに業務用めんゆで器２台を使用したところ

高濃度の一酸化炭素が発生していることが確認された。なお、当該めんゆで器の排気
口を塞ぐ形で取り付けられていた熱遮へい板（メーカーの正規オプション

品）を外して燃焼させると、高濃度の一酸化炭素は発生しないことが確認されたが、現在詳

細調査中。

業務用めんゆ

で器

LP 6月20日

原因は、過去に行われたエアコンの設置工事により換気口が塞がれていたこ
とから換気が不十分となったことに加え、業務用ガスこんろの空気量の調
整不良により不完全燃焼をおこしたものと推定されるが、現在詳細調査中。 ガスこんろ

給気
不備

排気
？

排気

排気

排気
（故障）

排気
不備

排気
不備



2011年ＣＯ中毒事故発生原因②
事業 発生日 事故概要 機器分類

LP 5月20日

原因は、換気扇が故障し、かつ換気口が目張りされた状態で給湯

器を使用したことから、室内の酸素濃度が低下して、給湯器が異常燃焼し、一酸化炭素が

発生したものと推定されるが、現在詳細調査中。

瞬間湯沸器

（開放式）

一般 3月28日

調査のため当該機器を試運転したところ、排気ガス中から通常運転時の値を超える濃度

の一酸化炭素が検出された。また、当該機器の排気ダクトを調べたところ、休憩室を

経由する箇所に腐食があり、そこから排気ガスが漏れる状態であることが判

明した。原因は、排気ダクトか

吸収式冷温水

機

一般 3月19日

パン工場で換気装置を使用せずに業務用オーブンを使用中・・・業務用オーブン

について調査を行ったところ、使用中に高濃度の一酸化炭素が発生することが確認され

た。

業務用オーブ

ン

一般 2月24日

現場調査の結果、当該めんゆで器から高濃度の一酸化炭素が発生すること及び厨房
の排気ダクトファンのベルトが外れていたために排気が屋外へ
排出されない状態であったことが確認されているが、現在詳細調査中。

業務用めんゆ

で器

LP 2月17日 原因を含めて、現在詳細調査中。 瞬間湯沸器

LP 2月17日

原因は、こんろの不完全燃焼により一酸化炭素が発生したこと及び換気設備の無
い室内で窓を閉め切っていたため一酸化炭素を含む排気が滞留したことによ

るものと推定されるが、現在詳細調査中。

業務用こんろ

（三連バー

ナー）

LP 2月5日

原因は、当該開放式ガス湯沸器の排気口上部に取り付けられていたフードが取り
外され、排気口の上に置かれたままになっていたために排気が妨げ
られ、当該機器が不完全燃焼を起こし、高濃度の一酸化炭素が発生したものと推定され

るが、現在詳細調査中。

瞬間湯沸器

（開放式）

LP 1月27日

原因は、何らかの要因によりオーブンから一酸化炭素が発生したこと及び換気扇を
使用していなかったため、一酸化炭素を含む排気ガスが室内に滞留したことによ

るものと推定されるが、現在詳細調査中。

業務用オーブ

ン

LP 1月2日

原因は、宴会場の隣の機械室に設置された湯沸器が給気不足により不完全燃

焼を起こし、高濃度の一酸化炭素が発生した可能性が疑われるが、現在詳細調査中。 その他湯沸器

排気
故障、不備

排気
故障

排気
給気

排気
故障

排気
給気

排気
不備

排気

給気



空気中における 0.02% 0.04% 0.08% 0.16% 0.32% 0.64% 1.28%
一酸化炭素濃度 200ＰＰｍ 400ＰＰｍ 800ＰＰｍ 1,600ＰＰｍ 3,200ＰＰｍ 6,400ＰＰｍ 12,800ＰＰｍ

１～２分間で １～３分間で
５～１０分間で 頭痛、めまい 死亡
頭痛、吐き気

２０分間で頭痛・
めまい・吐き気 １５～３０分で

３０分で死亡 死亡
４５分間で頭痛・

１～２時間で めまい・吐き気・
頭痛・吐き気 けいれん

２～３時間で ２時間で死亡
前頭部に軽 ２時間で失神
度の頭痛 ２.５時間～３.５時間

で後頭部の頭痛

吸
入
時
間
と
中
毒
症
状

◆一酸化炭素（ＣＯ）の危険性

１ｐｐｍ＝１００万分の１
１％

 

＝１００分の１
1％

 

＝10,000ppｍ

＊成人の例ですが、個体差があります。

【一酸化炭素中毒】
酸素よりヘモグロビンとの結合力が
高いＣＯを含んだ空気を呼吸して起きる
全身の低酸素症

ヘモグロビン

酸素

＋
ヘモグロビン

ＣＯ

＋

CO中毒について



◆ＣＯの特性と中毒症状

・ＣO（一酸化炭素）は、無色・無臭で感知しにくい気体
 ですが、毒性は強力

 不完全燃焼
生成物

 

---> ＣＯ2 + H2 O + ＣＯ+ その他

二酸化炭素

 

水

 

一酸化炭素

但し、燃焼器具から発生する不完全燃焼排ガスは、ＣＯガスと同時に

 、炭化水素系やアルデヒド系のガスも発生する。従って、燃焼器

 具を使用している時に、通常と違う臭いを感じたら非常に危険で

 ある。

・軽い中毒症状は風邪に似ている。

（専門家でも誤診察する場合がある。）
・手足がしびれて動けなくなることもある。

・重傷になると、脳神経細胞を破壊したり、意識不明や死亡に至ることがある。

CO中毒について

その他；Cn Hm（炭化水素）

 HCOOH（蟻酸）HCHO（ホルムアルデヒド）



http://www.geocities.co.jp/NatureLand-Sky/1220/出展：愛は奇跡

ＣＯ中毒事故の悲劇と後遺症について
●事故発生日

2000年4月18日夕方
●事故原因
夫婦2名（婦人には妊娠中（8ヶ月））練炭を用い、ベラン

 ダで焼肉を焼いた後、残った練炭で締め切った室内で
 お湯を沸かしている 中にCO中毒事故となった。

●事故発見日
2000年4月19日夕方（事故発生から22時間後）
夫の会社の同僚が事故を発見

●事故状況
夫は、寝室で既に死亡。婦人は、居間と台所の間で倒

 れていた。（婦人の倒れていた所は、給気口より若干外
 気が流入していたとの事）

CO中毒について



●事故後
4月19日

 
24:00

婦人は入院し点滴と高濃度酸素治療を実施
4月21日

 
0:10

 
男児出産（死産）、夫の葬儀

4月25日
 

婦人が初めて夫及びおなかの赤ちゃんの事
 を知る。

5月8日
 

婦人退院
6月1日

 
23:50

 
婦人、後遺症の為再入院

名前を言えない、字を書けない、簡単な計算が出来な
 い、トイレもいけない状況が20日間程度続き次第に回復

7月22日
 

退院
9月11日

 
会社へ復帰

2001年6月１日
 

全ての治療終了
 （事故発生から1年と43日） 出典；愛は奇跡

CO中毒について



ＣＯ中毒事故防止対策
 

①

一番重要なことは

換気（給気、排気）の重要性・必要性を伝えること

単に注意喚起だけしても効果は薄い
 （うっかり忘れや、故障の放置を減らせない）

ＣＯの発生メカニズム、事故の重大性などを

事例やパンフレットを使い、効果的に伝える

必要があります



CO中毒事故防止対策①

換気不良→不完全燃焼→ＣＯ発生

ＣＯ中毒事故の原因



CO中毒事故防止対策①

◆換気不良の実験（気密性の高い部屋で換気扇だけまわすと）

出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

【ドライアイスを使った換気の実験】

 密閉状態では、換気扇を回しても

 ほとんど空気の流れは起こりません

換気扇



CO中毒事故防止対策①

◆換気不良の実験（換気（給気・排気）条件を整えると）

出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

換気扇を回しながら給気口

 を開ける（換気条件を整え

 る）と、空気の循環が起こり、

 ドライアイスのが抜けてい

 きます



CO中毒事故防止対策①

◆換気不良の実験（注意）

出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

通気口に物を置いたり、塞いだりすると

 換気が正常に行われず、危険です



CO中毒事故防止対策①

◆換気不良の実験
 （ＣＦ式風呂釜・給湯器で締め切って換気扇を回した場合）

出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト



CO中毒事故防止対策①

◆換気不良の実験
 （ＣＦ式風呂釜・給湯器の給排気の仕組み）

出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

ＣＦ式風呂釜や給湯器は、室

 内・給気口から空気を取込み、

 排気を排気筒から屋外へ排出

 しています



CO中毒事故防止対策①

◆換気不良の実験
 （ＣＦ式風呂釜・給湯器で締め切って換気扇を回した場合）

出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

換気扇

密閉状態で、換気扇を回

 すと排気筒から負圧となっ

 た室内に排気が流れ込ん

 でいます

排気筒



CO中毒事故防止対策①

◆換気不良の実験
 （ＣＦ式風呂釜・給湯器で換気扇を回しながら吸気口を開けると）

出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

換気扇を回しながら給気口を

 開ける（換気条件を整える）と、

 負圧が解消され排気の逆流が

 なくなります

ＣＦ式風呂釜・燃焼器を使って

 いる締切った室内で換気扇を

 回すと危険です



CO中毒事故防止対策①

事
故
概
要

屋外式湯沸器が屋根付き囲いがある場所（屋内と同様の状態）に設

 置されていた消費者宅で家族が意識障害・体調不良に陥った。

 調査の結果、浴室内でCOが検出された。事故発生時はガス供給業

 者が切り替わった直後であった。

 事故発生以前に、前販売事業者が通気に気をつけるよう注意したも

 のの、実質屋内状態である屋根付き囲いがされている場所に屋外

 式湯沸器を設置した。

 切替時にも新しい販売事業者も注意喚起したものの、供給開始時調

 査結果を「適」としていた。

 その状態で湯沸器を使用した結果、COが含まれた燃焼排ガスが、

 窓の隙間などから浴室や居室へ流入したものと考えられる。

人的被害

 
：

 
軽症者4名（CO中毒）

 物的被害

 
：

 
なし

出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト



CO中毒事故防止対策① 出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

実質屋内状態の屋根付き囲いのされた

 増設部分に屋外式湯沸器を設置

注意喚起はしたものの、点検調査結果を

 適としていた

屋外式湯沸器



CO中毒事故防止対策① 出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

その状態で湯沸器を使用した結果、不完

 全燃焼を起こし、COが含まれた燃焼排ガ

 スが、窓の隙間などから浴室や居室へ流

 入したものと考えられる



CO中毒事故防止対策①
効果的な周知チラシの紹介



CO中毒事故防止対策①

出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

人的被害
 

：
 

CO中毒軽症18名
 物的被害

 
：

 
なし

事
 故
 概
 要

高等学校の集団給食室(1F)において調理実習
 中の生徒17名と教員1名の計18名が

 CO中毒となり、病院に搬送された。
 冬季であったため窓が閉め切られ、換気扇が

 作動していた



CO中毒事故防止対策①
出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

窓が締切られた状態で換気扇を回しなが

 ら、ＣＦ式ボイラーを使用した

その結果、室内が負圧となり室外から室

 内に排気ガスが逆流し不完全燃焼を発生、

 その後漏洩した排気ガスが室内に充満し

 事故に至ったと推定されます



CO中毒事故防止対策①
出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

【一般家庭での事故例】

 窓が締切られた状態で換気扇を回しなが

 ら、ＣＦ式風呂釜を使用した為、室内が負

 圧となり室外から室内に排気ガスが逆流。

 事故に至ったと推定されます



CO中毒事故防止対策①
効果的な周知チラシの紹介



CO中毒事故防止対策①

出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

人的被害
 

：
 

CO中毒死亡者1名
 物的被害

 
：

 
なし

事
 故
 概
 要

通行人より、飲食店内で煙が充満しているとの通
 報を受け、消防が駆けつけたところ、

 店内で従業員が倒れているのを発見し、病院に搬
 送したが、死亡が確認された



CO中毒事故防止対策①
出展：ＬＰガス保安技術者向けWｅｂサイト

換気不良などにより店舗内が酸欠状態に

 なり不完全燃焼が起こりＣＯが発生。

業務用換気センサは設置されておらず、

 異常に気がつかないまま長時間コンロを

 燃焼させた為不完全燃焼を助長したもの

 と推定されます



CO中毒事故防止対策①

換気を怠る（忘れる）と

 短時間で危険な濃度のCOが

 発生することも！

A厨房

B厨房

うっかりミスによる事故防止には

 確かな周知・啓蒙が必要です。

さらに万一の事故を防ぐには

 CO警報器、業務用換気センサ

 が有効です



効果的な周知チラシの紹介
CO中毒事故防止対策①



ＣＯ中毒事故防止対策
 

②

換気（給気、排気）の重要性・必要性を理解して

頂けたら、次は機器や給排気設備の故障や

不備を防ぐ為の

日頃の手入れ・チェックの重要性を伝えましょう。

事故事例を見ても、換気装置の作動忘れの次に

ガス機器や換気設備の不備・故障が上がってい

ます。



人的被害
 

：
 

CO中毒死亡者１名、CO中毒２１名
 物的被害

 
：

 
なし

事
 故
 概
 要

宿泊施設において、滞在していた小学生ら22名
 が一酸化炭素中毒となり、病院へ搬送され、う

 ち1名が死亡した事故が発生。

煙突の先端に金属製の蓋が取り付けられてお
 り、排気が正常に外部に放出されなかった。

CO中毒事故防止対策②



CO中毒事故防止対策②



CO中毒事故防止対策②

熱交換器のフィンブロックの閉そくの場合

 燃焼排ガスが通過する熱交換器のフィンブロックがサビや汚れなどの原因で閉

 そくした場合、排気が妨げられ、小型湯沸器の排気抵抗が増大することにより燃焼

 に必要な空気が正常に供給されず、酸素不足となり不完全燃焼となる。

【対象となる主な
業務用厨房機器】

湯沸器、食器洗浄器



CO中毒事故防止対策②

バーナの内部のほこり、汚れ、虫等で閉そくの場合

バーナ内部に異物が入り込んだり、バーナが腐食を起こし通路を閉

 そくする場合、ガスがノズルからの噴出によりバーナ内に吸い込む一

 次空気が設計どおりに入らず、不完全燃焼となる。

排気筒の閉そくの場合

 ふろがまを使用しない間に排気筒内部に鳥が巣を作り、このため燃

 焼排ガスの通路である排気筒が閉そくすることがある。その結果、燃

 焼排ガスの排出が阻害され、室内に燃焼排ガスが充満し不完全燃焼

 となる。

排気筒に作れた鳥の巣



CO中毒事故防止対策②



CO中毒事故防止対策②

全員に周知する為、トイレ当番、掃除当番と同様にガスの安全確認当番を決めていただく



ＣＯ中毒防止対策の周知徹底

１）法定周知業務
 （供給開始時及び１年又は２年に１回以上）

２）供給開始時及び定期の点検・調査時
３）日常の訪問時

やってくださいだけでは無く、換気不良によりＣＯ中
 毒が発生するメカニズム、ＣＯ中毒を防止する方法
 についての啓発が必要。

線香で空気の流れを見せる、

 不完全燃焼と正常な炎を見せる、
など心に残る工夫を。

ＬＰＧ



ＣＯ中毒事故防止対策
 

③

万一の事故を防止する為、

CO警報器等の設置推進を行い事故防止に

万全を期しましょう

万一のうっかり事故、消費者による点検では

判らない機器故障による事故も、確実な点検の

実施やCO警報器等の設置で防ぐ事ができます。

またガス設備のプロとして確実な設備の調査・

点検・記録の実施も重要です。



◆業務用換気センサの奏功事例１

●概要
・平成21年7月14日

 
東京都のカレー店にて「警報器が鳴動した。換気はしてい

 なかった」とのコールにて緊急対応部所出動。
・業務用七輪×2、FE湯沸器、他に炭火ナン釜があり、業務用七輪でCO値

 0.226％のため使用禁止措置実施。
●その後の処置

・業務用七輪を取替えたことを17日に確認し、同時にフードの吸込みが良好で

 あることを確認。
●効果

・ガス機器の不燃焼および、換気扇のつけ忘れを警告したお手柄事例となり、

 お客さまにも継続して警報器設置にご了解いただけた。

事例紹介

＊H21.9.10

 

第５回あんしん高度化ガス機器普及開発研究会資料

CO中毒事故防止対策③



業務用七輪

排気フード

炭火ナン釜

FE湯沸器

換気警

 
報器

階段店内厨房

AC

＊H21.9.10

 

第５回あんしん高度化ガス機器普及開発研究会資料

CO中毒事故防止対策③



業務用換気センサの奏功事例２

●概要
・平成21年6月8日

 
京都市にて

 
ＣＯセンサ鳴動にて保安指令出動

・圧力釜×１台、回転釜×２台にて「ＣＯ値0.125%以上」+「換気扇故障」
・非常に危険な状況をご説明、釜メーカを手配し翌日修理段取りをつける（使用禁止処置）

●その後の処置
・平成21年6月9日

 
釜メーカにてバーナ清掃及び釜排気口修理。

⇒ＣＯ値は0.00％～0.018％まで下がり、安心感から残り釜２台も後日点検するように
メーカに依頼された。

●効果
・ガス機器の不完全燃焼（ＣＯ発生）に加えて、排気ファンも故障している危険な状況をＣＯ

 センサが検知したお手柄と適切な事後処理により、

 
お客さまにメンテナンスの重要性をご

 認識頂いた。

事例紹介

＊H21.9.10

 

第５回あんしん高度化ガス機器普及開発研究会資料

CO中毒事故防止対策③



＊H21.9.10

 

第５回あんしん高度化ガス機器普及開発研究会資料

不完全燃焼を起こした業務用釜

CO中毒事故防止対策③



業務用換気センサのその他の奏功事例

No. 年月 業種 現場の状況・現場の声

1 ‘０９･１０ ハンバー

ガー店

フライヤー排気部から1250ｐｐｍを超えるCOを検知。その場で使用

中止。機器内臓の給気ファンの回転数低下による不完全燃焼だった。

警報器を数日前に設置したばかりの出来事だった。

2 ‘０９･１２ 割烹料理

店

換気扇を回さずに業務用コンロを使用。換気扇の重要性を説明した。

3 ‘０９･１２ 焼き鳥屋 防火ダンパが閉じていて排気不良を起こしていた。至急修理を依頼。

4 ‘０９･１１ 焼き鳥屋 炭火によるCO。換気注意を促すよう指示。

5 ‘０９･１２ 弁当屋 フライヤーから1250ｐｐｍ以上のCOが発生。早急にメンテナンスを

受け、機器を改善した。

6 ‘０９･１０ 飲食店 前日にエアコン修理。業者の誤作業により換気扇が作動しなくなって

いたことに気付かずに営業した。

7 － 飲食店 フライヤーの不完全燃焼により1250ｐｐｍ以上のCO発生。

CO中毒事故防止対策③



No. 年月 業種 現場の状況・現場の声

8 － 蕎麦屋 茹で麺器の使用中換気扇を止めていた。約3,000ｐｐｍのCO

検知。これまでにも頭痛の症状があった。

9 － 社員食堂 フライヤー、回転釜で約3,000ｐｐｍのCO検知。警報器設置翌日

の出来事で感謝された。

10 － 給食室 設置翌日、ガス式食器洗浄器から2,000ｐｐｍのCO検知。

これまでにも頭痛の症状があった。

11 － 中華料理店 換気不良のよるCO発生。体調が優れない事が続いていたが

COが原因かもしれないとのこと。

12 ‘０９･１０ 飲食店 換気扇を使用せずガス機器を使用。換気扇の付け忘れに気付く

事が出来助かったと感謝される。

13 ‘０９･０５ 揚げ物屋 排気不良のためフライヤー2台から1,250ｐｐｍ以上のCO検知。

当初「いらない」と言っていたお客様に感謝される。

14 ‘０９･０６ 和菓子製造 圧力釜1台と回転釜2台から1,250ｐｐｍ以上のCO検知。換気扇

も故障しておりメンテナンスを受けた。

15 － ベーカリー 7年間使用していた石焼釜が吸気不良となりCO発生していた。

CO中毒事故防止対策③



不完全燃焼防止機能の無い開放式湯沸器及びCF式

風呂釜のＣＯ中毒事故防止対策に

浴室用/浴室以外用CO警報器

電池式

分離型浴室用CO警報器

１００Ｖ式

CO中毒事故防止対策③

http://www.gkk.gr.jp/download/gkk_cosmos_cz134t.pdf


◆ＣＯ中毒事故防止のまとめ

①必ず換気（給排気）をおこなう
★閉空間での排気設備のみは厳禁

②換気設備、燃焼器の日ごろの点検と手入れの実施
③プロによる燃焼器の定期点検実施と

 安全装置付き燃焼器具の提案

④万一に備えお店の方だけで
 なく、お客さまもＣＯ中毒
 からまもるＣＯ警報器、

 業務用換気センサの設置

ＣＯ中毒事故の多くはヒューマンエラー

CO中毒事故防止対策③



ご清聴ありがとうございました。

関東液化石油ガス協議会
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