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はじめに
昨年度、医療ガス充塡部会主管の容器期限検討WGで医療ガスによる事故及び医療ガス容器の放置防⽌を⽬的

に「医療ガス容器保安対策指針（以下、指針という。）」を検討・制定しました。そして、本年度から指針の推
進を⽬的に総務委員会主管で容器保安対策指針推進WGを⽴ち上げ具体的な実⾏策を検討し、容器延滞料（使⽤
料）の徴収や容器返却期限の根拠等難しい課題がありましたが、活発な協議により⽅向性をまとめ上げ本啓発資
料の作成に⾄りました。

容器延滞料（使⽤料）の徴収については医療ガス事業者としての⻑年の課題ですが、お客様が医療機関である
ことや診療報酬との関係等課題が多く時期尚早という結論に達し、まずは、指針に基づき容器の安全な取り扱い
を啓発しながら、「容器は貸与である」ことをお客様にしっかりと認識していただくことが重要と考え、容器貸
借契約の締結促進から始めることとしました。容器貸借契約を締結するということは、納⼊後の容器管理の徹底
が⽋かせません。医療機関毎の容器納⼊後期間を把握する⼿段として、容器管理システムの確実な運⽤や容器へ
の納⼊⽉ラベルの貼付を推進し、容器の安全確保のために「容器の１年以内の返却」を定着させていきます。
⼀⽅、お客様と⼀体となった医療ガス事故防⽌の実効性を上げるために１年に１回、容器の点検キャンペーン期
間を設け推進していきます。定期的な容器の点検や容器に関する安全講習会の開催等を通じ、容器貸借契約の締
結や容器の１年以内の返却の定着に寄与させていきます。これらの着実な実⾏は、将来の容器延滞料（使⽤料）
の取り組みに繋がっていくものと考えます。

本指針は、会員及び医療機関へ広く啓発していくことが必要です。ＭＧＲを中⼼とした医療ガス安全管理委員
会への啓発、地域本部を中⼼とした会員や草の根講習会を通じた医療機関への啓発を積極的にお願いいたします。
今後、改正７１５通知が発出される予定ですが、改正のポイントの⼀つに「医療ガスに係る安全管理のための職
員研修指針」の追加があり、この中には「⾼圧ガス容器の正しい取扱い⽅、留意すべき内容」が詳しく明記され
る予定です。これにより、改正７１５通知と指針には深い関係が⽣じるため、医療ガスの安全性向上の相乗効果
が発揮されるものと期待しています。

Ｐ１

容器保安対策指針推進ＷＧ



医療ガス容器保安対策指針の概要 Ｐ２

この指針は、医療ガス容器にかかわる全ての者が、⾼圧ガス保安法及び医薬品医療機器法等を遵守
し、更に、医療ガスの適正管理や安全に消費を⾏なうための⾃主的な保安活動を促進し、もって、医
療ガスによる事故及び医療ガス容器の放置を防⽌することを⽬的とする。

医療ガス容器保安対策指針

付属書1-1︓医療ガス容器貸借契約書（雛形①）[有償貸与版]
付属書1-2︓ 〃 （雛形②）[無償貸与版] ➡ 追加
付属書1-3︓ 〃 (雛形③）[供給契約等挿⼊版] ➡ 追加
付属書２ ︓在宅酸素療法の⽤に供する酸素供給装置の賃貸借及び保守点検業務の

委託に関する契約書（雛形）
付属書３ ︓個⼈情報保護に関する確認書

1. 医療ガス容器保安対策指針(以下、「指針」という)の概要
1.1 指針の⽬的



1.2 指針の概要
（１）医療ガス供給業者がとるべき措置（抜粋）

・医療ガス容器を貸与する場合は、医療ガス消費者と医療ガス容器貸借契約書を
締結すること。

・医療ガス容器は、原則として１年以上継続して同⼀の医療ガス消費者に留置しない
こと。

・その他11項⽬
（２）医療ガス消費者がとるべき措置（抜粋）

・⻑期間留置されている医療ガス容器は劣化、腐⾷等のおそれがある場合は返還・交換
等を⾏うこと。

・磁気共鳴画像装置等の磁気を帯びている場所に、磁気に反応する医療ガス容器を持ち
込まないこと。

・医療ガス容器の使⽤にあたっては医薬品ラベルでガス種を確認すること。
・その他19項⽬

（３）不明容器及び放置容器の処理
・医療ガス消費者は、不明容器⼜は放置容器を発⾒した場合は、直ちに医療ガス

供給者に通報して処理を依頼すること。

医療ガス容器保安対策指針の概要 Ｐ３
指針に従って医療ガス容器の
適正な管理にご協⼒ください



第6条の12
（医療の安全の確保のための措置）

第1条の11第1項第3号（職員研修の実施）

第1条の11第1項第2号（医療安全管理委員会の設置）

医療ガス容器貸借契約の締結

使用者（医療機関） 供給者（業者）

医薬品医療機器法
医療法

別添１：医療ガス安全管理委員会について

別添２：医療ガス設備の保安点検指針

別添３：医療ガス設備の工事施工監理指針

別添４：医療ガスに係る安全管理のための職員研修指針

高圧ガス保安法

*改正７１５通知（案）
「医療ガスの安全管理について」

*各都道府県発行の「容器管理指針」

*医療ガス容器保安対策指針*医療ガス容器保安対策指針

医療法施行規則

第16条第1項第1号（構造設備の危害防止上の規定）

第23条第1項（設備構造の基準）

年 1 回定期的に開催すること。年 1 回定期的に開催すること。

*ソフトロー︓
法令としての拘束⼒までは

ないが、事故が発⽣した場合
に、これを遵守していない者
は刑事上の業務上過失責任、
⺠事上の不法⾏為・債務不履
⾏責任に問われるおそれがあ
る。

医療ガス容器保安対策指針の概要 Ｐ４

1.3 法体系

医薬品医療機器法：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律



【別添４の概要】

医療ガスに係る安全管理のための職員研修指針

医療ガス安全管理委員会が、医療施設内の各部
⾨に、医療ガスの安全管理に関する知識を普及・
啓発するための職員研修実施に当たって留意すべ
き事項を⽰す。

本研修は、病院等全体に共通する医療ガスに係
る安全管理に関する内容について、年1回程度定
期的に開催する。

研修内容
・医療ガスの種類、性質及び⽤途
・医療ガスに係る事故例及びヒヤリ・ハット事例
・事故等が発⽣した場合の対応
・⾼圧ガス容器の正しい取扱い⽅,留意すべき内容
・配管端末器の正しい取扱いと始業点検の内容
・遮断弁の操作マニュアルの周知

(参考) ボンベの保管・使⽤⽅法に関する留意点
１．⼀般的な留意点（８項⽬）
２．⾼圧ガス保安法に基づく留意点
（保管⽅法:７項⽬、使⽤⽅法:６項⽬）

別添１ 別添１

別添３

別添４

現行

医療ガス安全管理委員会
について

医療ガス設備の保守点検指針

医療ガス設備の
工事施工監理指針

医療ガスに係る安全管理
のための職員研修指針

医療ガス安全・管理委員会
について

医療ガスの保守点検指針

「診療の用に供するガス設備の
保安管理について」

「医療ガスの安全管理について」

改正要望案

別添２ 別添２

（新規）

1.4 改正７１５通知（案）の概要について

（名称変更）

医療ガス容器保安対策指針の概要 Ｐ５



1.5 各都道府県発⾏の容器管理指針について
各都道府県が、⾼圧ガス保安法に基づき、

⾼圧ガス容器の事故防⽌（特に⻑期放置に
よる事故）を⽬的とした⾼圧ガス容器の適
正管理に関するガイドラインを定めている。

都道府県数 返却期限
の記載 都道府県数

原則
３ヶ⽉ 2発⾏済み 41
６ヶ⽉ 10*発⾏⾒込 6

１２ヶ⽉ 21
記載なし 8

＜容器管理指針の発⾏状況＞

医療ガス容器保安対策指針の概要 Ｐ６

*発行見込(6)：
岩手県、宮城県、秋田県、福島県、
鳥取県、島根県



2.1 指針に基づく容器貸借契約の締結促進

“ 1年 ”は⼀つの区切りとして設定。 容器を1年留置したことで事故が起きるというわけではない
が、1年留置したということは今後何年も滞留する可能性がある。

医療ガス容器は、繰り返しの充塡により再使⽤され、ほとんどが業者側の所有です（⼀部、医療機関等が所
有）。医療ガス容器の安全を確保するには、供給契約等に加え容器貸借契約の締結により容器管理の責任所在
を明確にすることが重要と考えます。

医療ガス容器保安対策指針の推進策 Ｐ７

2. 医療ガス容器保安対策指針の推進策

（1) 医療機関への啓発

（2) 容器返却１年の考え⽅

「⾼圧ガス容器は、充塡されたガスを24時間365⽇安全に保持するために働いている機械である。」
（全溶連⾼圧ガス保安ファイルから引⽤）

・「医療ガス容器保安対策指針」に基づき、使⽤者である医療機関と供給者である医療ガス販売
業者が⼀体となり医療ガスの事故防⽌に努めるよう啓発。

・お売りするのは中⾝のガスであり、容器は貸与であることを啓発。
・安全確保のために医療ガス容器の納⼊後１年以内の返却について協⼒を要請。

「医療ガス容器貸借契約」の締結を促進



2.2 容器の管理徹底と定期点検の推進

容器貸借契約を締結する前提として、容器の所有者（医療ガス販売業者）は使⽤者側（医療機関）にある容
器の管理も⾏う必要があると考えます。容器の貸与期間の明確化及び⻑期留置による事故を防⽌するために、
容器納⼊後の管理徹底を推進します。

(2) 納⼊⽉ラベルの貼付推進
・実際に使⽤されるお客様にも納⼊後期間がわかるように、容器に納⼊年

⽉を記⼊できるラベルの貼付を推進する。
・ラベルは業界統⼀デザインとし、JIMGAからの販売を検討する。
・会員が納⼊年⽉を記⼊しやすいような⽅法を検討する。

(1) 容器管理システムによる履歴管理の徹底
・容器管理システムについて、未導⼊の会社は導⼊を検討し、すでに導⼊している会社はさらに

運⽤を強化し、使⽤者側にある容器の履歴管理を徹底する。

医療ガス容器保安対策指針の推進策 Ｐ８

2.2.1 容器納⼊後の管理徹底

＜納⼊⽉ラベル案＞



2.2.2 １年に１回の容器点検キャンペーンの推進

(2) キャンペーンでの実⾏策

⾼圧ガス保安協会とJIMGA産業ガス部⾨等が推進している「⾼圧ガス容器特別回収⽉間(毎年１
0⽉)」と連携し、医療ガス部⾨全体のキャンペーンとして推進。医療機関向けの啓発ポスターの
製作と配布（毎年更新）を検討。

医療ガス容器保安対策指針の推進策 Ｐ９

① 医療ガス容器の点検
・病院、診療所等施設内の医療ガス容器の全点検を医療ガス安全管理委員会

と協⼒して⾏う。例えば、巡視点検の提案と実施、点検帳の整備等。
・１年以上の滞留容器の発⾒（把握）と優先使⽤の推進。

② 医療ガス容器安全講習会（仮称）の開催
・指針に基づいた医療ガス容器の安全講習会を、医療ガス安全管理委員会と

協⼒して⾏う。

(1) キャンペーンの推進と開催タイミング

１年に１回の容器点検キャンペーンを定例化させ、指針に基づく容器の安全対策に関する講習会の開催や⻑
期留置容器の把握等を⾏い、医療ガスによる事故及び医療ガス容器の放置の防⽌を推進します。１年に１回の
キャンペーンの実⾏は、容器返却期限“１年”の動機づけの⼀つになると考えます。



(1) ＭＧＲからの啓発
・ＭＧＲ委員会を通じ、ＭＧＲ講習会や企業内教育で指針の説明を⾏い、ＭＧＲ

の理解度を向上させる。
・ＭＧＲを中⼼に、指針を活⽤した医療ガス容器の安全な取り扱いに関する職員研修

の企画・実⾏を積極的に⾏う。（改正７１５通知が発出されたら相乗効果を狙う。）

(3) ⽇本医療ガス学会との連携
・指針の⽬的と内容を学会に理解していただき、学会発信での啓発を要請する。

(2) 地域本部からの啓発
・地域本部への説明会を実施し、会員への啓発を推進するとともに、医療ガス保安講習会（草の

根）において受講者への啓発を⾏う。

医療ガス容器保安対策指針の推進策 Ｐ１０

2.3 指針の啓発
私たちＭＧＲが中⼼になって、
医療ガスの事故防⽌を啓発します。



2.4 平成29年度のキャンペーン

(2) 納⼊⽉ラベルの説明と容器への貼付開始のお知らせ

2.4.1 医療ガス容器保安対策指針の積極的な啓発

(1) 指針に基づく医療ガス容器貸借契約の締結推進

キャンペーン期間︓平成２９年７⽉〜１０⽉の４ヶ⽉間

・指針に基づき、使⽤者である医療機関と供給者である医療ガス販売業者が⼀
体となり医療ガスの事故防⽌に努めることを啓発。

・お売りするのは中⾝のガスであり、容器は貸与であることを啓発。
・安全確保のために医療ガス容器の納⼊後１年以内の返却について協⼒を要請。
・容器の責任所在を明確にするために「医療ガス容器貸借契約」の締結を要請。

医療ガス容器保安対策指針の推進策 Ｐ１１

・医療ガス容器の納⼊後期間が実際に使⽤されるお客様にも簡単に把握可能
な「納⼊⽉ラベル」を容器(ボンベ)に貼付開始することを啓発。

・１年以上留置されているボンベを発⾒した場合は、医療ガス販売業者へ連
絡するように要請。

啓発⽤チラシ（案）

平成２９年６月以降、配布及び
ホームページからダウンロード

できるようにする予定です。



キャンペーン期間︓平成２９年７⽉〜１０⽉の４ヶ⽉間

会員会社名

ＭＧＲ(Medical Gases Representative)＝医療ガス情報担当者が
医療ガスの安全な取り扱いをサポートいたします

■ポスターの配布と掲⽰のお願い

2.4.2 医療ガスボンベ誤認防⽌のポスターによる啓発

監修：厚生労働省

平成28年4⽉にリリースした⽇本⿇酔科学会、⽇本医療ガス学会との医療
ガスボンベ誤認防⽌に関する三者合意事項の実⾏策の⼀つであるポスター
による啓発を活⽤し、以下の取り組みの推進をお願いします。

・医療⽤酸素を納⼊している全ての医療機関にポスターを配布。
・医療機関には、医療ガス容器保安対策指針の啓発の⼀環として、

医療ガスボンベ誤認防⽌の三者合意事項であることを説明し、
酸素使⽤エリアの全てに掲⽰していただくよう要請。
（ポスターは、Ｂ４版横とＢ３版縦の２種類を⽤意する予定です。）

ポスター（案）

医療ガス容器保安対策指針の推進策 Ｐ１２



2016
11月 12月

2017
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

主要スケジュール ★

地域本部への説明 ★

ＭＧＲ講習会での説明 ◎ ◎

日本医療ガス学会への
説明

納入月ラベルの製作と
販売

キャンペーン実施のた
めの広報活動

啓発用チラシとポスター
の製作と配布

医療ガス容器貸借契約
の締結促進

容器管理システムの導
入・強化

MGR委員会への説明 MGR更新時講習会（各地）での啓発

納入月ラベルの販売開始

MGR導入時集合講習会での啓発

H29年度キャンペーン期間

各地域本部への説明
各地の草の根講習会での啓発

納入月ラベルの仕様、販売形態の検討

日本医療ガス学会への説明と協力要請

キャンペーン
広報期間

会員への事前周知（ホームページ及び会報）

日本医療ガス学会からの発信

キャンペーン
促進策の検討

スケジュール Ｐ１３

チラシの配布（会報６月号に差し込み）

ポスターの配布（方法は未定）

医療ガス容器保安対策指針啓発チラシの検討

医療ガス誤認防止ポスターの検討


