
一酸化炭素中毒と酸素欠乏症の
防止について

関東液化石油ガス協議会

業務主任者・管理者研修会

平成２８年１１月

1



一酸化炭素中毒について

私たちの身体は生きていくために酸素は必要ですが、呼吸す
ることにより血液中のヘモグロビン（酸素を運ぶ物質）と酸素が
結びつき、体に運ばれています。

このヘモグロビンは一酸化炭素との

結びつきが強く、酸素の２００～３００倍と

言われています。

このため、微量であっても一酸化炭素を

身体に吸い込むと、酸素を運ぶ量が

減るため、身体が酸素欠乏状態となり、

簡単に死亡に至ります。
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一酸化炭素中毒の症状
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０．０４

０．０８

０．１６

０．３２

０．６４

１．２８

１～２分間で頭痛、めまい、１５～３０分間で死亡

１～３分間で死亡

２～３時間で前頭部に軽度の頭痛

１～２時間で前頭痛、吐き気、２．５～３．５時間で後頭痛

４５分間で頭痛、めまい、吐き気、けいれん、２時間で失神

２０分間で頭痛、めまい、吐き気、２時間で死亡

５～１０分間で頭痛、めまい、３０分間で死亡

空気中における
一酸化炭素濃度（％）

症状
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平成２７年までのＣＯ事故件数
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平成２１年は
・６月山口県ホテルでのCO中毒事故（２２名）
・１月鹿児島県高校でのCO中毒事故（１８名）
・９月栃木県パン屋でのCO中毒事故（１１名）
等被害者多数の事故が発生

事故件数 4件
重症1名 軽症11名
合計12名

件数
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昨年のＣＯ中毒事故の事例１

①平成２７年２月１９日 千葉県
一酸化炭素中毒 （Ｂ級事故 軽症７名）
公共施設において、消費者７名が味噌作りのため、３台の鋳物
コンロを使用中、作業が一段落したため、隣室で休憩していた
ところ、一酸化炭素中毒と思われる症状となり救急搬送された。
原因は、鋳物コンロを使用中、換気扇を作動させず、換気不良と
なり、一酸化炭素を含む排気ガスが室内に滞留、中毒に至った
ものと推定される。
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昨年のＣＯ中毒事故の事例２

②平成２７年２月２０日 愛知県
一酸化炭素中毒 （軽症１名）
保育園の調理室において、従業員がＣＦ式給湯器を使用中、
一酸化炭素中毒となり、救急搬送された。
原因は、当該給湯器は排気筒を接続せず、レンジフードを作動
させず、窓を閉め切った状態で使用していたため、換気不良と
なり室内に一酸化炭素を含む排気ガスが滞留し、一酸化炭素
中毒に至ったものと推定される。
尚、当該給湯器はバーナーの経年劣化により、不完全燃焼が
起こり、一酸化炭素を含む排気ガスが発生していたことに
加え、熱交換機の不具合もあった。
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③平成２７年６月５日 神奈川県
一酸化炭素中毒 （軽症３名）
公衆浴場において、サウナ付近で一酸化炭素中毒により２名が
救急搬送された。
その他１名は、当該浴場で休息後、帰宅したことを確認した。
原因は、メンテナンス不足により、煙道が劣化し、排気不良と
なったことで、不完全燃焼が起こり、一酸化炭素を含む排気ガスが
発生、さらに何らかの要因により、床にヒビや亀裂が生じて
いたため、損傷部から床下煙道に滞留していた一酸化炭素を
含む排気ガスが、サウナ室内に流入したものと推定される。

昨年のＣＯ中毒事故の事例３
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④平成２８年７月２２日 富山県
一酸化炭素中毒 （重症１名）

し尿処理施設の分析室内において、職員１名が排水水質測定の
ため、ガスバーナーを使用していたところ、意識を失い、倒れ、
他の職員に発見され、搬送先の病院で一酸化炭素中毒と診断
された。
原因は、ガスバーナーが不完全燃焼し、換気扇を作動させて
いなかったため、室内に一酸化炭素を含む排気が、室内に
滞留したものと推定される。
尚、事故発生時、気温が高かったことから職員は、部屋を閉め
切った状態で、エアコンを使用しており、換気扇を作動させて
いなかった。

昨年のＣＯ中毒事故の事例４
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酸素欠乏について

酸素欠乏とは、空気中の酸素濃度が１８％未満である状態を
いいます。

空気は窒素約７８％、酸素２１％、その他気体約１％で、大雑
把に空気は窒素８割、酸素２割の気体と言えます。

『火』と言うのは燃焼で出来るものですが、燃焼というのは一般
的に何かに酸素がくっつく『酸化反応』のことを言います。

つまり燃焼して火が出るということは、

空気中の酸素を使って減らすと

いうことを意味します。

酸素が少ない空気を呼吸すると、

酸素欠乏症になります。
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酸素濃度低下における酸素欠乏症の症状

１０～６

６以下

空気中における
酸素濃度（％）

症状

脈拍・呼吸数の増加、集中力の低下、計算間違い、こまかい

筋肉作業の劣化、頭痛、耳鳴り、吐き気

判断力の低下、発揚状態、不安定な精神状態、傷の痛みを

感じない、頭痛、耳鳴り、吐き気、嘔吐、全身脱力

１６～１２

１４～９

意識消失、昏倒、全身のけいれん

一瞬の内に失神、昏睡、呼吸停止→心臓停止
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昨年の酸素欠乏事故の事例１

①平成２７年１１月 ７日 富山県
酸素欠乏 （Ｂ級事故 死亡１名）

一般住宅用地において、他工事業者の作業員が、宅地下水道
工事で、重機で掘削した際に、埋設供給管を損傷し、応急処置
のため、掘削穴に入ったところ、酸素欠乏で意識を失い、同僚
に発見され、救急車で搬送されたが、約９時間後に死亡した。
原因は、当該作業員が埋設供給管の表示に気づかず、誤って
損傷させたこと、損傷部よりガスが漏えいし、掘削穴にはガス
が滞留している状態であったが、応急処置（テープ巻）を行うた
め慌てて掘削穴に入り、酸素欠乏となった。
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②平成２７年１２月１０日 京都府
酸素欠乏 （軽症２名）

一般住宅において、住人４人が順次入浴し、３人目が浴室の窓
を開け、給湯しながら入浴を始めたところ頭痛がして気分が悪
くなり浴室を出て休息し、４人目が入浴し、気分が悪くなったた
め、２名は救急車により病院に搬送され、軽度の中毒症状（一
酸化炭素中毒でない）と診断された。
原因は、当該給湯器には排気筒が、設置されていなかったた
め、排気がガレージ内に、排出され、開放した窓から浴室内に
流入したものと推定される。

昨年の酸素欠乏事故の事例２
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昨年のＣＯ中毒・酸素欠乏事故の原因

１．ＣＯ中毒事故の原因

②業務用施設での発生（４件）
・換気不良
・排気不良

※業務用換気警報器は未設置

①一般住宅での事故発生はなかった。

２．酸素欠乏事故の原因

①一般住宅での発生（１件）
・排気筒未設置

②宅地下水道工事での発生（１件）
・埋設供給管の表示気づかず
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事故防止と周知の必要性１
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事故防止と周知の必要性２
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事故防止と周知の必要性３
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不安全状態の事例

不完全燃焼時の炎の状態

事故防止と周知の必要性４

・清掃を怠ると不完全燃焼を発生させる
⇒清掃やﾒﾝﾃﾅﾝｽを習慣化することが必要
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炎は青い火で！



不安全状態・不適切事例（業務用厨房）

機器の増設による換気能力不足

事故防止と周知の必要性５

⇒お客様を巻き込む事故に繋がる
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清掃・メンテナンスに関する注意喚起のリーフレット
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事故防止と周知の必要性６

業務用厨房の関係者に対する周知



①．お使いのガス機器は汚れていませんか
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ガス機器の汚れ

フライヤーが

油やほこりで

激しく

汚れています。

①業務用厨房の関係者に対する周知

事故防止と周知の必要性６
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ガス機器周辺の汚れ

油汚れ、飛散した

食材などが

レンジ周りに

たまっています。

②業務用厨房の関係者に対する周知

事故防止と周知の必要性６

②．お使いのガス機器は汚れていませんか
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ガス機器の給気の

汚れ
油汚れ等で

バーナーの給気口が

塞がれ、

不完全燃焼を

起こします。

③業務用厨房の関係者に対する周知

事故防止と周知の必要性６

③．お使いのガス機器は汚れていませんか
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バーナーの炎孔の

汚れ
吹きこぼれや灰等で

バーナーの炎孔が

詰まり、

不完全燃焼を

起こします。

④業務用厨房の関係者に対する周知

事故防止と周知の必要性６

④．お使いのガス機器は汚れていませんか
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排気設備の汚れ

油やほこりで

汚れて

作動不良を

起こします。

⑤業務用厨房の関係者に対する周知

事故防止と周知の必要性６

⑤．お使いのガス機器は汚れていませんか



(ｱ）所有者、従業員等に対面説明による周知

(ｲ）定期消費設備調査等時の業務用厨房機器の
設置環境・使用状況確認と清掃・ﾒﾝﾃﾅﾝｽの働きかけ

(ｳ）業務用厨房機器は、一般家庭機器と比べ
COが出やすいことの周知

事故防止対策１
①業務用厨房におけるＣＯ中毒事故の防止対策

換気＝（給気と排気）

Ａ．業務用厨房の関係者に対する周知

・ＣＯ中毒発生メカニズムの理解促進
・事故は、来店者も巻き込む（社会的影響の周知)
・換気、清掃、メンテナンスの重要性
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Ａ．業務用厨房の関係者に対する周知

事故防止対策２
②業務用厨房におけるＣＯ中毒事故防止対策

CO中毒事故防止の注意喚起リーフレット
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事故防止対策３
③業務用厨房におけるＣＯ中毒事故の防止対策
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清掃、必要な点検及び整備などの

厨房設備の維持管理は

『火災予防条例』で

義務付けられています。

Ａ．業務用厨房の関係者に対する周知



（ガス警報器工業会発行）

Ｂ．業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置の促進

事故防止対策４
④業務用厨房におけるＣＯ中毒事故防止対策

CO中毒事故対策機器
普及率：65％
（H27年12月 対象199社
七協議会連絡会議より）
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（ｱ）ホテル・旅館・学校等に対し
注意喚起を継続的に実施
日頃からのボイラーの点検

【CO中毒事故】
・H21年1月 鹿児島県高校 18名
・H21年6月 山口県ホテル 22名

（うち死者1名）

(ｲ)業務用換気警報器・CO警報器
の継続的な設置促進
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事故防止対策５
⑤ボイラーにおけるＣＯ中毒事故の防止対策



様々な機会を通じ一般消費者に注意喚起

（ｱ）長期未使用のガス機器使用時の排気筒確認

（ｲ）不完全燃焼防止装置付でない古いガス器具

の点検要請（定期消費設備調査時等）

【安全装置のないガス機器】

・ 189万台（H12年度） → 11．1万台（ H27年3月末）減少
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事故防止対策６
⑥一般住宅におけるＣＯ中毒事故の防止対策
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一般消費者等に起因する事故の防止対策

①一般消費者等に対する周知等による保安意識の向上

正しい機器の取扱方法を理解し実行できるよう
一般般消費者への周知活動を実施する

・１人住まいの老人・高齢者宅、身体の不自由
な実施消費者宅を訪問し、消費機器の安全
点検等の実施

・小・中学校を対象とした「出前教室」の開催
・ワンポイント事例による注意喚起
一人暮らしの大学生、ｻﾗﾘｰﾏﾝ、高齢者、介護
関係者等へ、具体的事例提示等で注意喚起
・消費者との接点を増やす
ｺﾝﾛ清掃、料理教室等のｲﾍﾞﾝﾄ、 町内会・自治会・
婦人会等との共同防災訓練などの地域貢献活動等
・事故事例を身近な事例として認識させる
ＭＥＴＩ ＨＰ掲載の実際の事故事例等の活用
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一般消費者等に起因する事故の防止対策
②安全な消費機器の普及促進

安全装置付き風呂釡、Ｓｉセンサーコンロを普及する 安全機器への交換促進リーフレット
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事故防止対策のまとめ

１．業務用厨房の関係者に対する周知

① 清掃、必要な点検および整備など厨房設備の維持管理は
『火災予防条例』で義務付け

②給排気設備の正しい設置と換気に関する安全確認の徹底

２．業務用換気警報器、ＣＯ警報器の設置促進

３．一般消費者等に対して

①周知等による保安意識の向上

②安全な消費機器の普及促進



ガス警報器工業会入手ビデオ
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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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