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書籍
※タイトル名でサイト内検索をしていただくか、青文字をクリックするとHP内該当箇所に遷移します。 (税込価格 / 単位: 円)

発行部門 タイトル 基準番号 種別 会員価格 一般価格

医療 医療ガスと医療ガス設備大震災の教訓と大震災への防災対策第6版 JMG-TEC0003 ハンドブック・テキスト           1,320           1,980

医療
MGR研修テキスト 2019年版VOL.1 制度・法令

MGR研修テキスト 2019年版VOL.2 医療ガス／疾病と治療 (2冊セット)
- ハンドブック・テキスト           7,590  会員限定

医療 医療ガス・供給機器の取扱いについて JMG-TEC0002 ハンドブック・テキスト           1,430           2,200

医療 医療ガス配管設備設計指針 JMG-FCT0001 ハンドブック・テキスト           2,310           3,520

医療 医療ガス設備工事 既設配管停止工事施工指針 JMG-FCT0003 ハンドブック・テキスト           1,320           1,980

医療 酸化エチレン滅菌ガスハンドブック JMG-EOG0006 ハンドブック・テキスト              990           1,540

医療 医療ガス設備点検整備記録帳作成指針 JMG-FCT0002 ハンドブック・テキスト           2,970           4,510

医療
在宅酸素療法用の液化酸素装置を安全に使っていただくために(周知文書)

※10冊単位での販売です
- ハンドブック・テキスト           1,650  会員限定

産業
JIMGA安全DVD 酸欠を防止しよう！ ～身近なところに潜む酸欠リスク～

JIMGA安全DVD 酸素による事故事例と安全対策 ~酸素の危険性～ (2枚セット)

JIMGA-T-SV/01/09

JIMGA-T-SV/02/10
DVD           1,100           1,100

産業 高圧ガスハンドブック 第3次 改訂版(3刷) JIMGA-T-S/27/17 ハンドブック・テキスト           4,950           7,480

産業 水素ガスハンドブック JIMGA-T-S/53/18 ハンドブック・テキスト           2,750           4,180

産業 原料炭酸ガス製造フロー概説 JIMGA-T-S/38/21 ハンドブック・テキスト           2,750           4,180

産業 高圧ガス保安法の要点(液化炭酸ガス) JIMGA-T-S/26/19 ハンドブック・テキスト           2,750           4,180

産業 液化炭酸ガス取扱テキスト JIMGA-T-S/25/20 ハンドブック・テキスト           2,750           4,180

産業 液化炭酸ガスCE設置事業所・ローリ運行事業所 関係基準 JIMGA-T-S/24/21 ハンドブック・テキスト           2,750           4,180

産業 高圧ガス充填工場及び貯蔵所の自然災害対策指針 JIMGA-T-S/67/20 ハンドブック・テキスト           4,950           7,480

産業 水素ガス集結容器集合配管管理基準 JIMGA-T-S/45/19 ハンドブック・テキスト           2,750           4,180

医療 医療ガス消費者のためのヒヤリ・ハット事例集 病院編 JMG-TEC0004 ヒヤリハット           1,650           2,530

医療 医療ガス消費者のためのヒヤリ・ハット事例集 在宅編 JMG-TEC0005 ヒヤリハット           1,430           2,200

医療 医療ガス消費者のためのヒヤリ・ハット事例集 在宅編(100冊セット) JMG-TEC0005 ヒヤリハット         34,650  会員限定

医療 医療ガス消費者のためのヒヤリ・ハット事例集 在宅編(200冊セット) JMG-TEC0005 ヒヤリハット         40,480  会員限定

医療 医療ガス消費者のためのヒヤリ・ハット事例集 在宅編(300冊セット) JMG-TEC0005 ヒヤリハット         46,530  会員限定

医療 医療ガス消費者のためのヒヤリ・ハット事例集 在宅編(400冊セット) JMG-TEC0005 ヒヤリハット         53,350  会員限定

医療 医療ガス消費者のためのヒヤリ・ハット事例集 在宅編(500冊セット) JMG-TEC0005 ヒヤリハット         61,380  会員限定
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1/7

https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002005&department=1&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=1&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=1&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=1&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=1&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=1&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=1&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=1&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002001&department=1&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002003&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002003&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002003&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002003&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002003&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002003&department=2&format=2
https://www.jimga.or.jp/publication/books/index.php?c=002003&department=2&format=2


2022年7月26日現在

ダウンロード図書(JIMGA基準・指針等)
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発行部門 タイトル 基準番号 種別 会員 一般

産業 酸素用機器洗浄指針 JIGA-T-S/02/03 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 NF3安全な取扱い指針(実践コード) JIGA-T-S/03/03 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 液化空気 JIGA-T-S/04/03 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 窒素指定設備保安基準(一般則適用事業所) JIGA-T-S/09/03 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 N2O安全な取り扱い指針(実践コード) JIGA-T-S/10/04 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 水素輸送パイプライン指針 JIGA-T-S/11/06 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 圧縮水素運送自動車用容器の技術基準 JIGA-T-S/12/04 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 高圧呼吸ガスシステム 非金属材料使用にあたっての毒性リスク JIGA-T-S/14/04 ハンドブック・テキスト 無料ダウンロード 会員限定

産業 可搬式超低温容器取扱い基準 JIGA-T-S/15/05 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 超低温流体の気化システム－機器および配管の脆性破壊の予防 JIGA-T-S/16/06 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 往復動酸素圧縮機安全指針 JIGA-T-S/20/06 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 無人エアガス・プラントの設計・運転針針 JIGA-T-S/21/05 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 廃棄保冷用パーライトの産業廃棄物としての処理指針 JIGA-T-S/22/05 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 遠心式液化酸素ポンプ据付指針 JIGA-T-S/30/07 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 医療施設におけるCEのピット内設置の実態と規制に関する調査報告書 JIGA-T-S/33/06 ハンドブック・テキスト 無料ダウンロード 会員限定

産業 シリンダー充てん所の環境影響に関する指針 JIGA-T-S/39/07 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 酸素ガス充てん所作業基準 JIGA-T-S/40/07 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 可搬式超低温容器充てん作業基準 JIGA-T-S/41/07 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 異常気象時等におけるローリ運行指針 JIMGA-D-C/0001/21 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

医療 医療ガス配管設備交換サイクル JIMGA-MD ハンドブック・テキスト 無料ダウンロード 無料ダウンロード

産業 空気分離装置におけるリボイラ/コンデンサの安全な運転管理指針 改訂第2版 JIMGA-T-S/01/14 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 労働災害統計データ管理基準 JIMGA-T-S/05/09 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 溶解アセチレンの製造に関する基準 JIMGA-T-S/07/19 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 産業ガス業界においての良好な環境マネジメント実践の指針 JIMGA-T-S/08/09 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業
CE(コールド・エバポレータ)附属機器取扱い要領

1.液面計の取扱い 2.真空用附属品の取扱い
JIMGA-T-S/102/17 ハンドブック・テキスト 無料ダウンロード 会員限定

産業 ヒヤリハット事例集(炭酸ガス編) JIMGA-T-S/103/16 ヒヤリハット 無料ダウンロード 会員限定

産業 酸素ガス充てん所作業基準(追補) JIMGA-T-S/104/16 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 ヘリウムガスおよび液化ヘリウムの安全な取扱い 事故事例と安全対策 JIMGA-T-S/106/17 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 空気液化分離装置の安全運転指針 JIMGA-T-S/107/17 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業
圧縮ガス(酸素、窒素、アルゴン)充塡用フレキシブルホースに関する取扱い自主指

針
JIMGA-T-S/109/18 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 コールドエバポレータ(CE)日常巡回点検記録表の記載要領
JIMGA-T-S/11/04付属書

JIGA-T-S/24/06付属書
JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 CE設置事業所・ローリ運行事業所関係基準 JIMGA-T-S/11/21 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 リスクアセスメント実施例(充塡所) JIMGA-T-S/111/19 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 高圧ガスローリ等に関わるヒヤリハット事例集 JIMGA-T-S/112/20 ヒヤリハット 無料ダウンロード 無料ダウンロード

産業
食品添加物製造におけるHACCP導入の指針

(空気分離による液生産とローリ出荷 50名未満)
JIMGA-T-S/115/21 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定
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発行部門 タイトル 基準番号 種別 会員 一般

産業 空温式蒸発器と温水槽式蒸発器に関する注意喚起 JIMGA-T-S/116/21 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 JIMGA省エネルギー事例集2013年度版 JIMGA-T-S/17/13 ハンドブック・テキスト 無料ダウンロード 無料ダウンロード

産業 酸素パイプラインシステム指針 JIMGA-T-S/18/18 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 ガスの廃棄指針 JIMGA-T-S/23/17 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 一般継目なし容器のガス名変更指針 JIMGA-T-S/29/21 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 加圧酸素製造用ろう付アルミニウム製熱交換器の安全な使用 JIMGA-T-S/31/08 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 モノシランの安全な取扱指針 JIMGA-T-S/34/19 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 フッ素の安全な取扱い JIMGA-T-S/35/08 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 アルシンの安全な取扱指針 JIMGA-T-S/36/09 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 ホスフィンの安全な取扱指針 JIMGA-T-S/37/10 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 高圧ガス販売事業所自己診断指針(別冊) チェックシート版
JIMGA-T-

S/42/07_checksheet
ハンドブック・テキスト 無料ダウンロード 会員限定

産業 高圧ガス販売事業所自己診断指針 ~保安の確保のために~ JIMGA-T-S/42/20 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 ヒヤリハット事例集(酸素編) JIMGA-T-S/44/07 ヒヤリハット 無料ダウンロード 会員限定

産業 PSA及び膜式酸素及び窒素発生装置の安全な設置と取扱い JIMGA-T-S/47/17 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 顧客内に設置された施設における環境影響に関する指針 JIMGA-T-S/48/08 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 ヒヤリハット事例集(特殊材料ガス編) JIMGA-T-S/49/08 ヒヤリハット 無料ダウンロード 会員限定

産業 可搬式超低温容器再検査基準 JIMGA-T-S/50/09 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 液化ヘリウム取り扱い指針 JIMGA-T-S/51/13 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 ヒヤリハット事例集(酸欠編) JIMGA-T-S/54/08 ヒヤリハット 無料ダウンロード 会員限定

産業 産業ガスの輸送における環境影響に関する指針 JIMGA-T-S/55/08 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 容器管理用RFタグ技術基準書 JIMGA-T-S/56/09 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 水素ガス移動基準 JIMGA-T-S/58/22 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 産業ガス業界の騒音管理 JIMGA-T-S/59/09 ハンドブック・テキスト 無料ダウンロード 会員限定

産業 JIMGA環境管理指針・基準の利用の手引き JIMGA-T-S/60/09 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 高圧ガスローリ乗務員保安指針 液化酸素、液化窒素、液化アルゴン編 JIMGA-T-S/62/13 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 安全な容器弁の取外し指針 JIMGA-T-S/66/10 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 充てん中の超低温容器の過剰圧力の防止 JIMGA-T-S/69/11 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 校正用ガス略式刻印(ⓚ刻印)に関わる自主基準 JIMGA-T-S/72/21 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 放射性物質に汚染されたエアフィルターの交換作業に関する安全作業指針 JIMGA-T-S/73/11 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業
超低温液化ガス(酸素、窒素、アルゴン)充塡用

ステンレス製フレキシブルホースに関する取扱い自主指針
JIMGA-T-S/75/11 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 液化ヘリウムデュワー容器の安全確認に関する指針 JIMGA-T-S/76/11 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 産業ガス業界におけるカーボンフットプリント算定のための手引き JIMGA-T-S/77/11 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 水素ガス消費基準 JIMGA-T-S/78/12 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 シリンダーの内部腐食の検出と防止 JIMGA-T-S/79/12 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 酸素と不活性ガスの安全な放出 JIMGA-T-S/80/19 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定
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発行部門 タイトル 基準番号 種別 会員 一般

産業 高圧ガス事業者の3.11東日本大震災被災体験事例集 JIMGA-T-S/81/12 ヒヤリハット 無料ダウンロード 会員限定

産業 高圧ガス事業者の3.11東日本大震災被災体験事例集 英語版 JIMGA-T-S/81/12E ヒヤリハット 無料ダウンロード 会員限定

産業 往復動超低温ポンプ据付指針 JIMGA-T-S/84/12 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 セレン化水素の安全な取扱指針 JIMGA-T-S/85/12 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 ヒヤリハット事例集(労働災害編) JIMGA-T-S/86/13 ヒヤリハット 無料ダウンロード 会員限定

産業 遠心式酸素圧縮機安全指針 JIMGA-T-S/87/13 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 カードル自主技術指針 JIMGA-T-S/88/17 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 ヒヤリハット事例集(水素編) JIMGA-T-S/89/14 ヒヤリハット 無料ダウンロード 会員限定

産業 酸素・酸素富化雰囲気における火災の危険性 JIMGA-T-S/90/21 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 保冷槽の安全な設計および運転指針 JIMGA-T-S/91/14 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 水素ガス取扱い上の基礎知識 JIMGA-T-S/96/15 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 液化水素貯蔵型圧縮水素スタンドの自主技術基準 JIMGA-T-S/97/18 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 無料ダウンロード

産業・医療 圧縮水素スタンドに設置する水電解水素昇圧器の自主技術基準 JIMGA-T-S/98/15 JIMGA基準・指針 無料ダウンロード 無料ダウンロード

産業・医療 産業・医療ガスの臭気問題に関するレポート JIMGA-T-S/99/15 ハンドブック・テキスト 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 ボンベ(高圧ガス容器)関連リーフレット JIMGA-T-S114/21 その他 無料ダウンロード 無料ダウンロード

産業・医療 酸化エチレン滅菌ガス 安全データシート JMG-EOG0001 SDS・ラベル・イエローカード 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 酸化エチレン滅菌ガスGHSラベル JMG-EOG0002 SDS・ラベル・イエローカード 無料ダウンロード 会員限定

医療 酸化エチレン滅菌ガス 品質標準書 JMG-EOG0003 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 酸化エチレン滅菌ガスの製造委託 JMG-EOG0004 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 酸化エチレン滅菌ガスの容器バルブに関する基準 JMG-EOG0005 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 日本薬局方二酸化炭素2.2kg容器医薬品ラベルの指針 JMG-FIL0001 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 日本薬局方酸素0.5m3容器医薬品ラベルの指針 JMG-FIL0002 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 医療ガス容器保安対策指針 JMG-FIL0003 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 卸売販売業者医薬品適正管理業務手順書１(雛形) JMGGSP 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 非常時医療ガスローリー供給応援指針 JMG-PDT0001 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 医療用ガスに関する製造管理及び品質管理の基準 JMG-PFL0001 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 ローリーにて直接引取りをする医薬品の記録等に係る指針 JMG-PFL0002 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 医療用ガスの製造管理及び品質管理のための取決め指針 JMG-PFL0003 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 医療用ガスの医薬品ラベル表示基準 JMG-PFL0004 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 医薬品製品情報コードマニュアル JMG-PFL0005 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 医療用ガス容器表示指針 JMG-PFL0006 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 日本薬局方酸素 品質標準書 JMG-PFL0101 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 日本薬局方窒素 品質標準書 JMG-PFL0102 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 日本薬局方二酸化炭素 品質標準書 JMG-PFL0103 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 液体酸素 品質標準書 JMG-PFL0201 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定
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発行部門 タイトル 基準番号 種別 会員 一般

医療 液体窒素 品質標準書 JMG-PFL0202 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 液体窒素 品質標準書 JMG-PFL0202 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 液体酸素(バルク)品質標準書 JMG-PFL0301 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 液体窒素(バルク)品質標準書 JMG-PFL0302 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 医療用ガス製造委託に関する合意書規範 JMG-PFL1000 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 製造販売業者と製造業者との取決め JMG-PFL-1001 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 日本薬局方酸素の製造委託 JMG-PFL1101 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 日本薬局方窒素の製造委託 JMG-PFL1102 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 日本薬局方窒素の製造委託 JMG-PFL1102 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 日本薬局方二酸化炭素の製造委託 JMG-PFL1103 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 液体酸素の製造委託 JMG-PFL1201 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 液体窒素の製造委託 JMG-PFL1202 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 液体酸素(バルク)の製造委託 JMG-PFL1301 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 液体窒素(バルク)の製造委託 JMG-PFL1302 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 日本薬局方二酸化炭素 製造販売変更書作成の手引き JMG-TEC0001 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 周知文書「医療用高圧ガスの取扱いは慎重に！」 JMG-TEC1001 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 周知文書「酸素ガス取扱い上の注意」 JMG-TEC1002 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 周知文書「液化亜酸化窒素(笑気ガス)取扱い上の注意」 JMG-TEC1003 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 周知文書「二酸化炭素(液化炭素ガス)取扱い上の注意」 JMG-TEC1004 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 周知文書「酸化エチレン殺菌ガス取扱い上の注意」 JMG-TEC1005 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 周知文書「液化窒素取扱い上の注意」 JMG-TEC1006 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 周知文書「医療ガスマニフォールド(ボンベ)の取扱い上の注意 JMG-TEC1007 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 周知文書「医療ガスマニフォールド(LGC)の取扱い上の注意」 JMG-TEC1008 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 周知文書「医療ガス供給装置(CE)取扱い上の注意」 JMG-TEC1009 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 周知文書「医療ガスアウトレット取扱い上の注意」 JMG-TEC1010 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 技術文書管理基準 JMG-TEC9001 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 技術文書作成要領 JMG-TEC9002 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

医療 改正薬事法に基づく医療用ガスの製造販売承認申請の記載例 ST-GM/CY002 文書・基準類 無料ダウンロード 会員限定

※文書・基準類は、「事業者の方へ(産業・医療ガス事業の情報ページ)」にある「医療ガスに関わる情報 - 文書・基準類」からダウンロードいただけます。
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発行部門 タイトル 基準番号 種別 会員 一般

産業・医療 集結・集合容器及び可搬式容器の海上輸送指針 IHC-Doc/01/18 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療
低温貯槽（破裂板付き）への充塡時における過剰圧力の解析と防止のための計

算手法
IHC-Doc/02/18 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 スチーム・リフォーマー(水蒸気改質器)運転の安全指針 IHC-Doc/03/19 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 パーライトの管理 IHC-Doc/04/21 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 酸素パイプラインシステム IHC-Doc/05/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 水素輸送用パイプライン IHC-Doc/06/14 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 製造所での大量の酸素、窒素及びアルゴンの貯蔵設備 IHC-Doc/07/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 従業員用居室の産業ガス施設内での安全な設置場所 IHC-Doc/08/14 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 産業ガス業界においての良好な環境マネジメント IHC-Doc/09/14 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 混合ガスの安全な製造指針 IHC-Doc/10/14 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 酸素、アルゴン、及び窒素用往復動低温ポンプの据付指針 IHC-Doc/11/21 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 充塡ホース引張り事故の防止 IHC-Doc/12/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 CO及びCO/CO2混合ガス用鋼製容器不具合の防止 IHC-Doc/13/21 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 ガスの廃棄指針 IHC-Doc/14/22 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 CO及び合成ガスパイプラインシステム IHC-Doc/15/14 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 遠心式液化酸素ポンプ IHC-Doc/16/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 空気液化分離装置の安全運転指針 IHC-Doc/17/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 液化酸素、窒素、及びアルゴンのローリ積載システム IHC-Doc/18/21 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 客先に設置した水素配管設備 IHC-Doc/19/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療
USP酸素およびNF窒素用空気分離装置およびローリーのバリデーション指針 (初

版)
IHC-Doc/20/14 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療
医療用酸素および窒素のための空気分離装置およびローリーのバリデーション指針

(改訂1版)
IHC-Doc/20/19 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 加圧酸素製造用ろう付アルミニウム製熱交換器の安全な使用 IHC-Doc/21/18 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 シリンダ用漏えい検査液 IHC-Doc/22/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 スチーム・リフォーマーの起動と停止における安全運転 IHC-Doc/23/21 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 液化ガス蒸発システム ―設備と配管の脆性破壊防止― IHC-Doc/24/15 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 シラン及びその混合ガスの貯蔵と取扱い IHC-Doc/25/15 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 超低温容器充塡時の圧力超過防止 IHC-Doc/26/15 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 テーパ及び平行(ストレート)ねじのアルミニウム合金製シリンダーへの使用 IHC-Doc/27/22 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 シリンダー及びチューブの内部腐食の防止と検出方法 IHC-Doc/28/22 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 半導体用特殊材料ガスの安全な取扱指針 IHC-Doc/29/15 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 合成ガス出口システムの保全 IHC-Doc/30/15 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 液化及び低温酸素用バルブの設計、製造、据付、運転及び保全 IHC-Doc/31/17 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 無人エアガス･プラントの設計・運転指針 IHC-Doc/32/15 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 酸化・可燃性混合ガスの調整 IHC-Doc/33/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 酸素分離用アルミニウム規則充塡物の安全な使用 IHC-Doc/34/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定
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発行部門 タイトル 基準番号 種別 会員 一般

産業・医療 亜酸化窒素(N2O)の安全な取扱い指針 IHC-Doc/35/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 硝酸アンモニウムを原料とする亜酸化窒素の安全な製造指針 IHC-Doc/36/16 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 酸素と不活性ガスの安全な排気 IHC-Doc/37/16 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 消火用ガス向け急速放出シリンダー弁の危険性 IHC-Doc/38/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 PSA及び膜式酸素及び窒素発生装置の安全な設置及び取扱い IHC-Doc/39/17 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 残圧保持弁の使用 IHC-Doc/40/17 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 往復動酸素圧縮機安全指針 IHC-Doc/41/21 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 水素用圧力スイング吸着(PSA)装置の機械保全 IHC-Doc/43/17 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 NF3(三フッ化窒素)の安全な取扱い指針 IHC-Doc/44/17 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 個人用保護具の選定指針 IHC-Doc/45/18 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 超低温貯槽の安全な設計と運転指針 IHC-Doc/46/21 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 フッ素の安全な取扱い IHC-Doc/48/18 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 酸素・酸素富化雰囲気における火災の危険性 IHC-Doc/49/19 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 高圧酸素の呼吸ガス応用における非金属材料の毒性の危険性 IHC-Doc/50/18 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 アルミニウム合金(AA6061)製ライナー複合容器の水腐食 IHC-Doc/51/18 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 アルシンの安全な取扱い指針 IHC-Doc/52/18 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 ホスフィンの安全な取扱い指針 IHC-Doc/53/19 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 酸素用装置の洗浄指針 IHC-Doc/54/19 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 酸素欠乏雰囲気の危険性 IHC-Doc/55/18 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 HYCOプラントのガス漏洩検出とその対応手法 IHC-Doc/56/18 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 液体酸素供給用真空二重配管 IHC-Doc/57/19 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 車輪付き液体容器の安全な取扱指針 IHC-Doc/58/19 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業 ヒヤリハット事例集 -特殊材料ガス編- 知っておく必要のある取扱注意点 IHC-Doc/59/19 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 医療用ガス容器の外部汚染の洗浄指針 IHC-Doc/60/19 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 アセチレンプラントの安全な運転圧力と温度 IHC-Doc/61/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 HYCOプラントにおける触媒の安全な取扱い指針 IHC-Doc/62/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 圧力を失った液化二酸化炭酸容器の安全な取扱い指針 IHC-Doc/63/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 二酸化炭素 IHC-Doc/64/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 空気分離装置におけるリボイラ／コンデンサの安全な運転管理指針  IHC-Doc/65/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療
医療用ガスの不純物元素 -医薬品規制調和国際会議(ICH)医薬品の不純物元

素コードQ3D--リスクアセスメント報告-
IHC-Doc/66/20 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 プロセスの安全管理指針 IHC-Doc/67/21 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 産業ガス用パイプラインの保全管理 IHC-Doc/68/21 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 アセチレン発生プラントの機械保全 IHC-Doc/69/21 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 プラントの保全管理 IHC-Doc/70/21 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定

産業・医療 HYCO プラントの計装用、及びユーティリティー用ガスシステム相互汚染の防止 IHC-Doc/71/22 国政整合化指針 無料ダウンロード 会員限定
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