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１．安全に対する心構え 

 

① 居眠りするような状態で作業しないこと。 

② 作業に集中する。 

③ 使用する装置、薬品、ガス等をよく理解する。 

④ 初心を忘れずに、一つ一つの動作を確認しながら確実に行う。 

⑤ 後片付けをきちんとする。 
 
 

事故がおきたら．．． 

① 落ち着いて、初期対処を行う。負傷者がいれば救出する。 

② 警備室(3112 or 3111)、教員に連絡する。（→緊急連絡先参照） 

③ 放送、掲示等で、周囲の人に危険がないようにアナウンスする。 

  放送、救急車・消防車の依頼は警備室へ。 

④ 事故の状況をくわしく報告する。報告書を作成して管理室に保管する。 

  失敗を次に生かせるようにする。 

 

 

どんなに小さな事故でも、 

必ずクリーンルーム管理室に報告すること。 

口頭での連絡とともに、管理者共有のメールアドレス(wwa1036@ns.kogakuin.ac.jp) 

へ報告する。 

事故状況を説明することで、 

・気付いていなかった潜在的な危険性を認識できる。 

・失敗やミスを繰り返さないための対策を講じることができる。 

・機器の修理、補充等を適切に行うことができる。 
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２．警報作動時の対処 

 

1．各機器を停止し、ガスの元栓を閉めて、すみやかにクリーンルームから退室。 

2．クリーンルーム管理室の警報盤で、警報の種類を確認。 

警報の種類 状況 警報の表示 

①温度異常 
クリーンルーム内温度が異常上

昇 管理室 
ブザー鳴動 
表示灯点滅 

②空調機故障 空調機の非常停止 

③プレ装置故障 
給排気装置の非常停止 
ロールフィルタ巻取完了 

④ガス漏洩 

クリーンルーム内のガスセンサ

がガス漏れを検知 
空調機は自動的に強制換気を行

う。 

管理室 
表示灯点滅 
ブザー鳴動 

前室 
パトライト回転 
パトライトブザー鳴動 

 

3．「④ガス漏洩」の場合は、次のページの「ガス漏れ時の対処」へ。 

4．警備室(3112)，教員に連絡（→緊急連絡先） 

5．警報盤のリセットスイッチを押して、ブザーを停止させる。 

表示灯は点滅から点灯にかわる。問題が解消するまで点灯が続く。 

6．上記①②③（空調、給排気関係）の場合は、クリーンルーム内の温度の異常、機

器の発熱、異臭などがないかどうかを調べる。機器の電源はすべて落とす。 

7．警備員、教員の到着を待って、復帰作業を行う。必ず教員が実施する。 

8．報告書作成。 

9．安全が確認されたら、教員が作業継続を許可する。 
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３．ガス漏れ時の対処 

 
ガス漏れ警報が作動したとき、 
・管理室の警報ブザー鳴動、クリーンルーム警報盤表示灯点灯。 
・前室のパトライトが回転、ブザーが鳴動。 
・空調機は自動的に強制換気を行い、速やかにガス濃度を低下させる。 
（吸気装置は 大能力で吸気。リターン側ダクトは大気放出に切り替わる。） 

 
現状では、猛毒なガスは使用していないので、落ち着いて行動すること。ただし、酸

欠に対する注意は必要。 

1．機器を緊急停止させ、ガスのバルブを閉める。 

2．鼻と口を手でおさえ、速やかにクリーンルームから退室。建物の外に出る。 

3．警備室（3112 or 3111）、教員に連絡。（→緊急連絡先） 

警備室に全館放送を依頼する。 

4．2 階以上にいる人は、CORC 棟などから建物の外に避難する。 

 

教員の対応 

1．管理室、機械室のリセットボタンを押し、警報ブザーを止める。 

  警報が鳴らなかった場合には、機械室で強制換気スイッチを ON。 

強制換気を行う。 

2．機械室のモニターでガス濃度を確認する。 

3．防毒マスクをつけて、クリーンルーム内に入りガスを遮断する。 

残っている人がいないか確認し、倒れている人がいれば救助する。 

対処不可能と判断される場合は、専門業者に連絡する。 

4．2~3 時間程度様子をみる。 

機械室のモニターでガス濃度が下がったことを確認する。 

5．報告書作成。 

6．安全が確認されたら、教員が作業継続を許可する。 
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４．火災時の対処 

 

1．周囲の人に大声で「火事だ」と知らせる。 

火災報知機がならなければ非常ボタンを押す。 

2．各機器を停止する 落ち着いて熱源を切り、燃えやすいものは取り除く。 

3．数人の場合は一人が警備室（3112 or 3111）、教員に連絡する。（→緊急連絡先）

被害者がいれば救出する。 

4．＊消火器により初期消火につとめる。 

（栓を抜く→ホースを火に向ける→レバーを握る） 

① 二酸化炭素消火器（一部分が緑色）  

汚染がなく後始末が不要。 

大量に使うと窒息の恐れがあるので一本以上は使わない。 

② 粉末消火器（前室に設置） 

③ 消化栓により散水（二人作業、一人がホースをもち、一人が栓を開く） 

      油や有機溶媒は水をかけると火が広がるので、慌てて水をかけない。 

5．＊消火不可能と判断される場合→すみやかに避難する。 

6．警備室（3112 or 3111）、教員に連絡。 

警備室を通して消防に連絡、館内放送を依頼。  

7．教員が鎮火を確認。 

8．報告書作成、消防に連絡、出火原因究明。 

 

火災警報作動時の対処 

1．5 号館警備室（3112）、1 号館警備室(3111)でも、同時に警報が鳴る。 

2．警報制御盤は CORC 棟 1 階の事務室内にある。警備員と協力しながら、場所の特

定、原因究明を行う。  

3．警備室（3112）に館内放送を依頼。状況説明と対処方法のアナウンスを行う。 

4．消火、避難、連絡等、適切な処置をとる。 
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５．感電時の対処 

 

1．垂れ下がった電線に近づかない。 

2．濡れた手足で電線や電気機器に触れない。 

3．急いでスイッチを切る。 

4．感電者の身体は、乾いた棒で払いのけるか、乾いた布あるいは衣服などを厚く巻

いて、感電者の衣服をつかんで引き離す。 

5．感電者が意識を失った場合、人工呼吸を行う。心停止ならば心臓マッサージ。 

  警備室（3112 or 3111）経由で救急車要請。 

6．警備員、教員に連絡。（→緊急連絡先） 

7．感電原因究明。 

 

◎感電は、電圧よりも人体に流れる電流の大きさが問題。 

電流(mA)×時間（秒）が 30 を超えれば人体が致命的損傷を受ける。 

◎高電圧電源は、スイッチを切っていても、内部のコンデンサに電荷がたまっている

ので危険。高電圧部分の検査や修理は安易に行わない。 



しているしているしているしている
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心肺蘇生法心肺蘇生法心肺蘇生法心肺蘇生法のののの再開再開再開再開
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反応反応反応反応のののの確認確認確認確認
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救急車救急車救急車救急車のののの要請要請要請要請　　　　AEDAEDAEDAEDのののの手配手配手配手配

大声大声大声大声でででで助助助助けをけをけをけを呼呼呼呼ぶぶぶぶ　　　　１１９１１９１１９１１９通報通報通報通報

３０３０３０３０回回回回

　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　２２２２回回回回

圧迫位置圧迫位置圧迫位置圧迫位置

だれか
　来て！

あなたは
救急車を
呼んで！

あなたは
　AEDを
持ってきて
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６．停電時の対処 

 

1．コンセントに差してある非常灯が自動的に点灯する。非常灯はコンセントから抜

けば懐中電灯になる。 

2．機器を停止し（復旧した際の通電を防ぐ）、ガスのバルブを閉める。 

3．パスボックスまたは非常口を通ってクリーンルームから速やかに退出する。 

4．警備員（3112）、教員に連絡する。 

5．電源が復帰すると、空調、給排気装置は自動復帰するように設計されている。正

常に復帰していることを教員が確認する。 

6．各機器の安全を確認する。ガスを使用していた機器は、窒素等で置換する。 

7．教員が安全を確認し、作業継続を許可する。 

 

◎部分的にブレーカーが落ちたとき 

1．機器を停止し、ガスのバルブを閉める。 

2．教員に連絡する。 

3．教員が機械室で原因を確認し、復帰作業を行う。 

4．各機器の安全を確認し、教員が作業継続を許可する。 

 

◎事前に連絡されている計画停電 

1．利用者全員にメール、掲示等で通知する。 

2．すべての装置を停止させ、クリーンルームの使用を停止する。空調、給排気装置

も停止する。 

3．復電したら、空調、給排気装置の運転を開始し、安全確認を行う。 
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７．地震への対処 
 

◎クリーンルーム内で強い地震に遭遇した場合 

1．装置を停止し、ガスのバルブ、水道栓を閉める。 

2．様子を見て安全な場所に身を隠し、非難する。グレーティングの下は器材等が落

下する恐れがあるので、直ちに上にあがる。 

3．歩ける程度に揺れがおさまったら、速やかにクリーンルームから退出する。停電

や、配管のゆがみ等による水漏れ、ガス漏れが想定されるので注意する。 

 

◎普段から地震に対して心がけておくこと 

1．装置がしっかり固定されているか確認しておく。キャスター付の装置は特に注意

する。 

2．薬品容器等は揺れで倒れないように管理しておく。 

3．停電、断水等も想定されるので、懐中電灯などの準備をしておく。 

 

８．薬品による被害の対処 

 

1．大声で助けを求める。 

2．初期対処を行う。 

・目、皮膚にかかった場合、ただちに 15 分以上水洗する。 

・クリーン服にかかった場合、その場で服を脱ぎ捨てるか、薬品のかかった部分 

を切り取り、安全シャワーを浴びる。 

・フッ化水素酸は上記処置を行い、速やかに医師の診療を受ける。 

・硫酸はよく拭き取ってから大量の水で洗う。（発熱注意） 

3．警備室（3112）、または八王子学生課（3120）経由で医師に連絡、指示を仰ぐ。 

4．教員に連絡する。 
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９．事故例 

 

◎MBSC 棟内で発生した事故 

・SU-8 現像液を 100mL こぼしてクリーンルーム内に臭気が充満し、換気扇を一時

停止し換気を行った。 

・停電が起きたにもかかわらず、適切な避難が実施されなかった。 

・ボンベ庫の配管を曲げた。 

・薬品を浴びた。 

・排気装置のバルブを閉めたままエッチング装置を使用したところ、排気チューブが

突然破壊し、ガスが漏れ出した。 

・排気バルブを閉めたまま Deep RIE 装置を使用したため、配管の O リングからガ

ス漏れが発生し、硫黄臭が充満した。ガス漏れ警報が作動せず、強制換気に手間取

った。 

・ダイシングマシンの冷却水のチューブが折れ曲がり、冷却水が逆流して水漏れが発

生した。 

・熱したホットプレートの上に薬品の入ったビーカーを置いて加熱しようとしたとこ

ろ、ビーカーが割れて中の薬品がこぼれた。 

・濃塩酸分注時に試薬ビンの周辺に付着した塩酸が残ったまま専用キャビネットに保

管されたため、キャビネット内金属部に大量の錆びが発生した。 

・金エッチング用王水の容器密栓が不十分で刺激臭が漏れ、薬品保管キャビネット内

が汚染され、金属部全面に大量の錆びが発生した。 

・クリーンルームエアシャワー内で非常ボタンを押した後、復帰ボタンを押さずに退

出したため、両サイドのドアが開いたまましばらく放置された。 

・イエロールームのドラフトチャンバー内でトルエンを使った後に、トルエンをふき

取った後の大量のキムタオルをイエロールームのごみ箱にそのまま廃棄したため、

トルエンの強烈な臭気がクリーンルーム全体に充満した。（幸いにも引火による火

災は起こらず、ガスを吸い込んだ者はいなかった。） 
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・ドラフトチャンバー内にて、アルミニウムエッチング液（酢酸＆硝酸の混酸）をシ

ャーレに入れ、アルミホイルで蓋をして保管した。アルミホイルが溶解して蓋の機

能を果たさずに、臭気が周辺に充満した。 

・保管キャビネットからフッ化水素酸（Hydrofluoric acid）と過酸化水素酸（Hydrogen 

peroxide）とラベルを見間違えた。（分注直前に気付き、大事には至らなかった。） 

・イエロールームドラフトチャンバーの排気スイッチが入らない状態でトルエンを用

いた処理を行った結果、クリーンルーム全体及び準備室に臭気が充満した。クリー

ンルーム内を揚圧に保つため、ドラフトチャンバーを二台同時稼働できず有機系の

ドラフトチャンバーのスイッチを適宜開閉していることを知らず、実験作業者がス

イッチの ON 表示を確認して使用していなかった。 

・レジスト剥離液（NMD-3）を指定分注場所であるドラフトチャンバーではなく、

薬品保管庫内で分注した。剥離液を床にこぼしたまま放置したため、一時強烈な異

臭がクリーンルーム内に充満した。 

・細胞を固定する作業中、オスミウム酸が入っているガラスアンプルの先を割って開

封する際にアンプルを強く握りすぎたため破損し、ガラス片で保護手袋が破れ皮膚

に付着した。付着部の皮膚が黒変し、医師の診察を受けた。 

・プリント基板のフォトエッチング中、保護メガネを装着せずに容器をゆすりながら

顔を近づけて観察したため、エッチング液の飛沫が目に入り、医師の診察を受けた。 

 

 

◎他の研究施設で起こった事故 

・硫酸の廃液タンクに誤って塩酸を捨ててしまい、塩化水素（気体）が発生してタン

クが破裂した。 

・硫酸の廃液タンクに、誤って有機溶媒を捨てたところ、タンクが破裂して火災が発

生した。硫酸と有機溶媒は一緒にしないこと。 

・穴の開いた手袋でフッ化水素酸を扱い、フッ化水素酸が手に付着。その後も手を洗わ

なかった。激しい痛みと白色化と水疱形成、進行性の組織の崩壊、痛みや紅斑は暴露後24 

時間出現しないことがある。腐食作用による局所症状のみならず、全身に症状が出現し、死

亡することもある。ドラフトチャンバー、目鼻皮膚への保護具を用い注意して作業を行うこと。 
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・シラン（SiH4）ボンベと N2O ボンベのガスが、逆止弁の不調のためパージライン

を通してボンベ内で混合し、爆発した。学生が 2 人死亡した。 

・ロータリー真空ポンプの不調で回転が止まり、加熱して火災が発生した。 

・薬品内にサンプル、治具等を落として薬品がはね、その一部が目に入った。 

・薬品のビンを搬入するとき、ビンの先端部のみを片手で持ったため、誤って落下さ

せてビンを破損した。 

・暑い日に締め切った室内で液体窒素を床にまいたところ、窒息死した。 

・液体窒素容器の安全弁を止めたために破裂し、周囲の乗用車数台が大破した。 

・ プラズマ発生装置の高電圧電源に手を触れて感電死した。 
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１０．避 難 経 路 

 

非常口：前室の両端から外に出られる。 

 


