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特別寄稿： 二酸化炭素ボンベ誤用事故

―何故まだ繰り返されるのか―

その経緯 (2)

佐藤　暢

前回報告までの問題点

新設移転したばかりの神戸市立医療センター

中央市民病院で，2011年 7月 13日の夜に腹部

大動脈瘤の切迫破裂で緊急手術を受けた老人が，

術後の移送に際して人工呼吸に使う小型酸素ボ

ンベの代りに，誤って同サイズの二酸化炭素ボ

ンベを使って心停止を起し，一旦は蘇生には成

功したものの，重態で治療中との報道が同年 7

月 21日にあってから，すでに 2年間近くが過ぎ

ようとしています．

当病院は，外部委員 3名を含む 8名からなる

事故調査委員会を設置して，事故の発生状況と

その原因を検証するため，同年 8月 1日と 9月

2日の 2回委員会を開き，その結果は「事故調査

委員会報告書 (CO2誤換気事故)」に纏められて

9月 30日に病院長に提出され，当病院のホーム

ページで「CO2誤換気に関する事故調査委員会

からの報告について」と題して同日に公開され

ました．

それまでに報道された 3回のCO2誤吸入事故

でも，二酸化炭素のボンベの塗色が酸素の色と

して親しまれた緑色と同じであった故に誤認に

も気が付かず誤用した事情は同じですが，神戸の

事故では医療用 CO2ボンベの接続口は Yoke式

バルブでガス別特定化されていたのが特徴です．

つまり，ボンベとレギュレータとの間は誤接続

ができないような対策が採られていたのに誤用

事故が起きたことは，新しい事態として注目さ

れます．担当の麻酔科医 2名が，緑色の CO2ボ

ンベを同じサイズの酸素ボンベと誤認して，そ

れを取ってきて Ambu bagに繋いで吸入させて

しまい，患者が急変してからも，同じ手術室に

居た医師 5名，看護師 4名の誰一人としてほぼ

1時間にわたり CO2ボンベの誤用が原因だと気

がつかなかったのはなぜなのでしょうか．それ

は緑色が酸素の色として広く医療現場に浸透し

ており，緑色のボンベを見て違和感もなく酸素

ボンベだと思ったのに，実は緑色のボンベは大

変危険なCO2ボンベであったのが致命的事故の

第一の誘因であったと見るのが常識ではないで

しょうか．本邦での特殊事情として CO2ボンベ

の緑色が医療用酸素の識別色と同じである限り，

このような誤認事故はいつまた起っても不思議

ではないと感じ，1年前にかなり批判的な論文

を本誌に書きました 1)．なぜならば，「事故調査

委員会報告書」には，肝心なボンベの色につい

て“酸素は黒，二酸化炭素は緑”などと具体的

な記述はなく，「事故の背景にあると考えられる

こと」にもCO2ボンベの緑色が医療用酸素の識

別色と同じであるから誤認し易いことに触れて

おらず，また第 1回委員会での討議項目に「O2

ボンベと CO2ボンベの見分けについてのスタッ

フの認識度」があるのに，その結果についての

記載が全く見えないので，ボンベの塗色に触れ

ることをタブー化したような不自然さを感じて

納得いかなかったからです．

その後，この事故については，事故の報道直

後に東京から現地へ駆けつけて密着取材した朝

日新聞の出河雅彦編集委員が，2012年 2月 3日
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の Astand (Web–magazine)　 Asahi Judiciary

で書いていますが，このような誤認事故を招い

た背景として，医療用ガスの識別色の不統一を

指摘しています．ここでの不統一を具体的に言

えば，酸素ボンベは黒色であるのに，それ以外の

医療機器，医療設備の機材の上で広く使われて

いる酸素の識別色は緑色であり，他方で二酸化

炭素ボンベは緑色であるのに医療用二酸化炭素

の識別色は橙色であるというように，ボンベの

色と麻酔器などの医療機器，医療ガス配管設備

などでの医療ガスの識別色とが違う点です．そ

の点，諸外国では医療用ガスボンベの識別色を

もとにして医療ガスを使う機器や設備の機材の

上での識別色を統一していますので，不統一は

本邦だけの特殊な事情なのです．

CO2ボンベの緑色が，医療用酸素の識別色と

して麻酔器などの医療機器，また医療ガス配管や

連結ホースなどの医療設備で広く使われている

緑色と同じである上に，緑色は工事の安全色，交

通信号の進行色，CO2を吸って新鮮な酸素を出

す森や樹木の色とのイメージからの健康色とし

て社会的にも親しまれているので，ついうっかり

と酸素ボンベと誤認しやすいのは当然でしょう．

このようなヒューマン・エラーを避けるため

には，現法令に抵触しない範囲でCO2ボンベの

塗色を工夫して，一目で見分けられるようにす

る対策を優先して実施することが必要です．こ

のような観点から，本邦でのボンベの色と医療

ガスの識別色に関する不統一の経緯を振り返り

ながら，前回の論文 1)以後に認識した関連事項

を纏めて報告します．

医療用酸素の色は緑の歴史

本邦で医療におけるガスの識別を色で行うこと

を公式に決めたのは，1976年に日本麻酔学会と

日本医科器械学会とが協力して JIS T 7201「麻

酔器」の改正を日本工業標準調査会 (JISC)にお

いて行ったのが最初です．そこでは酸素は緑，笑

気は青などと公式に決めています (表 1)．

表 １ 吸入麻酔剤の色分け

表 1. JIS T 7201-1976「麻酔器」の 12ペ－ ジ
から医療ガスと吸入麻酔剤の色分け表を示す．
　当時は，揮発性麻酔剤を使う気化器の色分け
も医療ガスと一緒に示したが，種類が増えるに
従って別系統となり、揮発性麻酔剤の識別色は気
化器のみならず，薬剤のビンと薬液別注入装置
（bottle adaptor）にも使われている．

当時は笑気麻酔 (GOE, GOFなど)が盛んに行

われる一方で，酸素と笑気間の誤用事故を避け

るための識別が急務であり，当時日本麻酔学会

の麻酔器規格委員長を務めていた私が JISC の

委員会長も兼ねて麻酔器の JISを改正しました．

その JISCの名簿には，初代委員長であった山村

秀夫先生，2代目を務められた佐藤光男先生を

始め，渡部美種，川田繁，浅山健，村山良介先

生や，麻酔器の国産，輸入の代表的会社の社長

さんらの名前が見られます．当時は米国で麻酔

を研修されて帰国されたばかりの麻酔科医が多

く，麻酔器も米国製が圧倒的に多かったことも

あって，1976年よりも相当前から麻酔器や配管

端末器の上では緑は酸素の色として親しまれて

きたので，米国式に緑色を酸素に適用すること

に反対は全くなかったように記憶します．当時

は，医療用 CO2については，麻酔器での使用を

考えず，識別色を決めませんでした．

ちょうど ISO 32：Gas cylinders for medical

use–Markings for identification of content が，

欧州主導で 1977年に制定される前年のことであ

り，ISOでは酸素が白になりそうなことは知っ

てはいましたが，日本では評価されませんでし

た．しかし，酸素以外は ISOに準拠しました (表

2)．そのうちで，後年サイクロプロパンが医薬

品から消えたので，本邦ではその橙色を医療用
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表 2. 1975 年頃に米国の
CGAで作られた医療用ガス
ボンベに一般的に使われてい
る各国の識別色の表．

　 ISO 32–1987が発刊され
る前であり，当時は西ドイツ
を中心にスイス，オランダ，
オーストリアは酸素に青を
当てていた．ところが国際的
に笑気を青に統一しようとい
う話し合いが進み，英国，フ
ランス，北欧諸国，カナダ，
オーストラリア，アルゼンチ
ンなどが採用していた白を酸
素に当てる方式を ISO 32で
採用しようという動きが進ん
で，全欧州で酸素は白となっ
た．一方で，米国，メキシコ，
ブラジルなどの中南米諸国，
タイは酸素に緑を当ててい
る．以上は，医療用ガスボン
ベの識別色であり，それを基
に麻酔器などの医療機器，医
療ガス配管などの医療設備の
上でも機材の医療ガスの識別
色として適用されるが，日本
では医療ガス用ボンベを含め
て全てのボンベの色を法令
で，酸素は黒，二酸化炭素は
緑，その他はすべて灰色と決
めている．これでは，医療ガ
スの識別に役立たないので，
ボンベ以外の医療機材の上で
は，酸素は緑，治療用空気は
黄色と米国式に，その他の医
療ガスは国際的な亜酸化窒素
の青もあるが，ボンベとは別
の色を医療ガスの識別色に使
うことになってきた．

CO2に適用しました．また，医療用空気を成分

(酸素を白と窒素を黒)の 2色で示す ISO方式は，

ボタンや摘み，接続金具など小さい機材の上で

デザインしにくいので，後年米国式の黄色に変

えました (JIS T 7201-1990および JIS T 7101-

1993で)．もっとも，ISO 32は，1977年に ISO

TC(technical committee) 58: Gas cylindersに

よって改正されたときに日本が関与した形跡は

みられないし，それ以来長年放置されたままで

す．そして，麻酔器・呼吸器や医療ガス配管の

国際規格を担当している ISO TC 121とは無関

係に運営されているので，様子は全くわかりま

せん．ただし，ISO TC 58 (ISO 5145: Cylinder

valve outlets for gases and gas mixtures)でも
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米国CGAでもボンベ・バルブのガス別特定接続

の規格は全てのボンベを対象としており，医療

用ボンベとの区別は塗色によっている点で，医

療用の N2Oと CO2 大型ボンベに限り A2 弁を

採用した日本の現状とは違う方向に進んでいま

す．つまり，ボンベ・バルブのガス別特定接続は

全てのボンベについて同様に重要な課題であり，

充填設備までを医療用と区別するのが目的では

ないからです．

ボンベの色だけは酸素は黒，
炭酸ガスは緑

その後，医療の現場では，緑は酸素を表す色

として医療機器，医療設備の上で広く浸透して

きましたが，JIS T 7101「医療ガス配管設備」の

制定で，配管設備での酸素の色を緑と決めたの

は 1993年です．酸素の緑を医療ガス配管の色の

ように言う向きもありますが，配管の色そのも

のは配管工事では重要でも，日常臨床の場で見

えるわけではなく，配管端末器や連結ホースな

どでは見慣れていますが，実際にはもっと広く

酸素吸入用機器 (レギュレタや流量計など)や人

工呼吸器，麻酔器などの医療機器や医療配管設

備に附属する機材の上で酸素の識別色として長

年間使われています．唯一ボンベの色だけが例

外で，経産省令・高圧ガス容器保安規則により

酸素は黒，CO2は緑なのが，ボンベ誤認事故を

招く第一の誘因となっています．80名の ICU看

護師に「酸素ボンベは何色か」を筆記テストし

た結果，黒の正解は 57.5％に過ぎず，不正解は

殆ど緑であったとの報告がありますが 2)，診療

の現場で慌てた時にはつい無意識のうちに緑色

ボンベを酸素と間違えることがあっても不思議

ではないでしょう．現に，今までに報道された

CO2 ボンベの誤用事故は，4回とも麻酔前・後

の患者移送時に，予期に反して携帯用の小型酸

素ボンベの準備がなかった，または空であった

時に慌てて起きています．しかも誤認した本人

(医師，看護師)が間違いに全く気付いてない点

が特徴です．

この単純な事象を行政やガス業界が直視せず，

適切に対応していないのが現状ではないかと，私

は大変危惧しています．臨床の現場で急いだ時，

慌てた時，疲れた時などに重大事故の誘因とな

りやすい緑色のCO2ボンベの問題を放置したま

までは，ボンベのバルブの接続をガス別特定化

するなど色々な対策を採ったとしても，緑の同

色による誤認というヒューマン・エラー防止の

基本的解決にはならないと考えるからです．

医療ガス問題検討委員会での議論は
活かされなかった

この件については，厚生省の意向により (財)

医療機器センターにおいて 1993年 6月から下記

の構成で医療ガス問題検討委員会が発足してい

ます．委員長　佐藤暢， 委員　与五澤利夫，新

井豊久 (以上 3名は日本麻酔学会)，中島太郎 (医

療ガス協会)，佐藤雄一 (高圧ガス保安協会)，塩

川隆喜 (日本医用機器工業会)，百村明徳 (日本

医用機器工業会)，谷川廣治 (日本医用光学機器

工業会)，佐藤進 (日本高圧ガスバルブ工業会)，

富田文四郎 (日本炭酸ガス工業会)の 10名でし

た．その議事録が私の手元にないのは残念です

が，当委員会が済んでから日本麻酔学会準機関

誌「麻酔」に私が報告を掲載し 3)，その後半に

医療用炭酸ガスボンベについての問題を論じて

います．

諸外国のように医療ガスの識別色をボンベに

も統一して使うには，高圧ガス保安法の省令で

ある容器保安規則の表示の部分 (別紙 1)を改正

するか，高圧ガス保安法を改正して医療用ボン

ベを (航空機備え付けの酸素ボンベは日本でも米

国式の緑色のように)適用除外する他ありません

が，現法令内でもボンベ表面の半分以下を，医

療ガスの識別色にすることで解決できます．つ

まり，医療用亜酸化窒素ボンベで，その他のガス

に当るねずみ色の上に青色を重ねて成功してい

るように，“医療用二酸化炭素ボンベでは緑色の
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上のバルブ側に近い部分をオレンジ色とする方

針を出した．ところが，酸素ボンベの黒色に緑

色を一部使う提案は，緑色が炭酸ガスと紛らわ

しいとして反対された．”との記載が見られます．

その結果は，厚生省にも報告され，実施され

ることを期待しましたが，医療ガス協会側は，医

療用二酸化炭素ボンベの口金をガス別特定化す

ることで，機械的に誤接続をなくすることがで

きるとして，その実施に専念しました．厚生省

の通知も，もっぱらボンベのガス別特定接続の

徹底に傾注しており，ボンベの誤接続を不可能

にすることだけでボンベ誤用事故は根絶される

との安全神話を生んだ感があります．

なお，私は本邦特有の医療ガスボンベの色の

問題もいつかは解決しなければならない重要課

題であると捉えて，1998年日本医療ガス学会の

シンポジウムで講演し 4)，また「医療ガスボンベ

の識別色について―医療ガス業界への提言」と

題して詳しく解説しています 5)．また，2008年

8月に福岡県八女市において「酸素と誤り CO2

投与　重体患者 2名死亡」の報道がなされた折

には，「またもボンベ誤用事故―失われた 16年

間」と題した時論を書きました 6)．1992年 6月

に帝京大病院で，「炭酸ガスを吸わされ死亡，医

師ら酸素と間違え」の報道があってから，16年

間全く対策が進んでおらず，その時は非特定化

接続の緑色CO2ボンベで取り違え事故を起こし

たのに，それでもミスに気付かずに次の症例に

も再び酸素の代わりに同じCO2ボンベを使って，

その結果 2名とも死亡しています．

医療ガス業界団体はボンベの色での
識別を諦めた?

一方で，平成 21年の日本産業・医療ガス協会

―医療ガス部門 (JIMGA―MD)(旧日本医療ガス

協会)の「医療ガス容器表示基準」改定 1では，

“液化炭酸ガスの容器表面積の全体 (と下線をつ

けて)「緑色」”と決めています．さらにその基

準の中で，“取り違え事故防止の基本 医療ガス

は医薬品であるので，ガス名すなわち医薬品の

名称は薬事法で規定される医薬品ラベルで確認

する．容器の色で，ガス別の種類を識別するこ

とは危険であり，取り違え事故を招く恐れがあ

る．その理由として，高圧ガス保安法で規定さ

れる容器の色 (強制規格)と，JIS及び公共標準

仕様書において容器に接続する医療ガス配管の

色 (任意規格)が異なることによって生じる取り

違えのおそれがある．特に酸素について注意が

必要である．”としています．強制規格で決めら

れているのは，容器表面積の 1/2以上であるの

で，残部を活用して医療用ボンベを識別する手

法を，同じ基準の中で医療用液化亜酸化窒素ボ

ンベでは“容器の肩部は「青色」，他は「ねずみ

色」”と採用しながらも，なぜ医療用 CO2 ボン

ベでは強制 (法定)規格の枠を超えてまで表面全

体を緑色にして，産業用CO2ボンベと塗色で区

別する手段を自ら放棄したのでしょうか．理解

できない上に，最後の 1文では，危険なのは酸

素ではなくて，“特に二酸化炭素について注意が

必要である．”ではないでしょうか．私には，取

り違え事故防止の基本のところで，(強制規格)

の重圧に囚われる余り，自己撞着に陥っている

としか思えません．

ガス協会の表示基準によるボンベで
起きた緑色ボンベ誤認事故

その翌年に神戸で起きたボンベ誤認による前述

の CO2ボンベ誤用事故は，この表示基準に拠っ

たヨーク弁医療用 CO2 ボンベで起きています．

深夜に及んだ緊急手術がやっと済んでほっとし

た時，予期していた移動用酸素ボンベがなかっ

た，そこで眼に入ったのは緑色のボンベなので，

つい酸素と勘違いして持ってきて，誰もが違和

感さえ持たずに直接吸入させてしまったという

単純な人為的認識ミスです．私は，同年 9月 30

日に公表された神戸市立医療センター中央市民

病院事故調査委員会報告書を読んだ上で，「二酸

化炭素ボンベ誤用事故―何故また繰り返される
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のか―その経緯」1) を書きました．幸いにして

「麻酔・集中治療とテクノロジー」誌の編集部か

ら「医療担当者は誰でももっと高圧ガスに関す

る専門的知識を持ち，常に細心の注意をもって

ヒユーマン・エラーを避けねばならないという

不可能な責任を追及するよりも，もっと徹底的

にフールプルーフ・フェイルセイフの途を追求

すべきであり，その第一歩が医療ガスの識別色

の統一であるとする著者の主張に本誌編集部は

共感し，参考図を付して解説を深めることにし

た．」と支持されました (引用文献 1の 35p, 参考

図 Aの説明下部)．

医療ガスの識別色をボンベにも統一して使う

という筋を貫くには，米国のように医療用酸素

の緑色を医療用酸素ボンベにも塗らねばなりま

せんが，本邦では二酸化炭素のボンベの緑と同

色になるので実行は難しいと判断して，酸素ボ

ンベは従来のままにしておいて，医療用二酸化

ボンベの方だけを緑色ボンベの上部約 1/3に橙

色を塗る方法を採ることにしたのが今回の提案

です．これならば法令内の改善であり，医療用

N2Oボンベの 2重塗色と同じ手法です．CO2の

橙 (オレンジ)色は，N2Oの青色と同じく，容器

保安規則のボンベ塗色の表で指定された色 (別紙

1)には含まれてないので，紛らわしいといわれ

る懸念はありません．

医療用二酸化炭素ボンベを
二重色塗りにと新しく提案

そこで，以前から親交のあった名古屋の医療

ガス専門業者 (株)エバに相談しますと，早速に

鮮やかなオレンジ色が目立つ 2色ボンベが送ら

れてきました．この案については，地元の有力ガ

ス業者などとも相談して，ボンベの塗装・検査場

や充填作業を見た上で，もっとも実効性が高い

と判断して，ガスレビュウに寄稿した結果，医療

ガス専門の業界紙 2012 Gas Medicina (Vol.17．

14-15頁)に特別寄稿「医療用二酸化炭素ボンベ

の誤認事故防止への緊急提案」と題して掲載さ

れています (別紙 2)．

この提案については，寄稿前から公益社会法

人 日本麻酔科学会　多田事務局長に直接しっか

りとお願いしてあります．また，JIMGAの豊田

会長には，印刷公表前の段階で提案書をお渡し

ましたが，その結果，“貴殿のお考えはごもっと

もです．当協会としては，現状を踏まえ，学会，

業界などの意見を聞きながら，前述の「医療ガ

ス容器表示基準」改定 1の内容を検討して参り

たい．”との回答を戴いています (昨年 10月 15

日付け文書)．ところが，当基準の見直しは大幅

に遅れ，未だに着手した形跡すらありません．も

ともと現行法令内で工夫した便法であり，関連

JIS にも準拠した対策なので，賛同する業者が

自発的に実行する分には，医療用N2Oボンベの

前例もあることですし，問題がないことは各方

面に確認済です．現に (株)エバを始め，賛同す

る数社は年度が変わると本確的に塗り替えに着

手するでしょう．通常は 5年毎のボンベ定期検

査前にするボンベの塗り替えを先取りして，で

きるだけ早く新デザインの医療用CO2ボンベに

揃える作業に入る予定と聞いています．ですが，

JIMGAの「医療ガス容器表示基準」の見直し・

再改定が遅くなるほど，現状のままの全体緑色

CO2ボンベが多く残り，誤認の危険性は長いこ

と解消されないばかりか，新旧間の混乱による

危険も心配され，好ましいことではありません．

医療事故防止の推進は
行政と業界の責任

日本全国で足並みを揃えて新デザインをできる

だけ早く徹底して実施するように指導して，同様

の事故再発予防に最善を尽くすのは，行政や公益

法人の仕事ではないでしょうか．そして，JIMGA

は，神戸の事故を防ぎえなかった CO2ボンベの

緑色の問題を放置せず，できるだけ早く「医療

ガス容器表示基準」を見直して，医療用 CO2ボ

ンベの緑色による酸素との誤認対策を徹底する

ことは社会的義務でないでしょうか．これまで
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のボンベ誤認事故では，文字による表示はすべ

て見逃された事実があり，これは重い鋼製のボ

ンベ取り扱い上の特質なのではないでしょうか．

換言すれば，注射用アンプルのように軽くて小

さいものでは，直接手にとって目を近づけて文

字を読むことが習慣づけられているのに，重い

ボンベでは遠方から眼で見て判断する習慣があ

るので勝手が違うものと思われます．CO2ボン

ベの緑色を見ていない筈はないのに，それが無

意識のうちに誤用を招いたことが問題なのです．

　　　　　　　　　　　　　

色々な対策を積み重ねて万全を期す

今迄に取られてきた色々なCO2ボンベ誤用事

故防止対策は，いずれも有効なものでしょう．で

も，いずれも欠点があります．ガス別特定化は，

ボンベのバルブ (充填口＝排出口)の接続には有

効であっても，今回神戸の事故での Ambu bag

に繋ぐような外気圧近くまで減圧した気流に使

う柔軟性のある管の接続では，推し込み式のア

ダプタが一般的で便利に使われており，実用的

ではありません．CO2ボンベを中 (10L)型にし

て携帯用小型O2ボンベと区別する方法は，もと

もと小型ボンベを付けるように設計されている

気腹装置などには不向きですし，改造，買い替

えは不経済な話です．理想的と思われる医療ガ

ス配管も，CO2の場合ほとんどの気腹器など医

療機器はボンベ直結用に造られており，配管圧

ではうまく作動しないとか，配管端末器からの

ホースに繋がる構造になっていないとか，また

医療機器の改造の許可を得るのは困難などが重

なって実用性に乏しい面があります．それでも，

医療ガス配管に接続して使える気腹器が市販さ

れているので，高価なCO2配管工事をしてみた

ものの，局方CO2の使用量がそんなに多くない

施設では，ガス源である 40L(30kg)の大型 CO2

ボンベの回転が遅過ぎて効率が悪いと敬遠する

向きも見られます．

さらに，ボンベにレギュレータを付けたらそ

のままボンベが空になるまで使うのが一般的な

使い方なのに，“使用時のみボンベとレギュレー

タを接続し，保存時にはボンベからレギュレー

タを外すことを徹底する”との指導 (平成 23年 7

月 25日 医政総発 725第 3号，薬食安発 0725第

1号「酸素ボンベと二酸化炭素ボンベの取り違え

に起因する健康被害の防止対策の徹底について」

―留意事項 2)には，大変困惑を感じました．ボ

ンベにレギュレータを取り付ける作業には，う

まく適合してガス漏れが起きないこと，ボンベ

に充分残量のあることを確認するなど前もって

安心して使えるように準備しておくことが求め

られ，慌てて緊急に取り付けると故障や事故に

なりやすいので，術前には他の準備に先行して

準備・配置しておく方が利便性と安全性が高い

からです．そこで，緊急即応性が要求される救

急車や移送車に載せる携帯用酸素ボンベは言う

に及ばず，気腹器に付けるCO2ボンベでも一度

確実に取り付けたら使い切るまでは外さないの

が常識的ではないかと考えます．高圧ガスボン

ベの取り扱いには常に危険が伴うもので，頻回

の取り付け，取り外しは，パッキンなどの機密

性と安全性を損ないやすい上に，時間と労力と

ガスの無駄が多くなる事情も無視できないと思

います．特に，配管集合装置 (マニホールド)な

どに取り付ける予備のボンベは，常に所定の位

置 (使用側の反対側バンク)に取り付けておくだ

けでなく，バルブを開けておいて常時自動切り

換えできるように備える必要があるので，使用

時のみの接続が一般的に可能とは理解されない

でしょう．

ボンベの緑色による誤認は二重色
にして防ぐのが第一歩

かようにボンベの誤用事故防止対策は，それ

ぞれ現場の状況に合わせて適宜色々な安全対策

を何重にも積み重ねて万全を期する必要があり

ますが，緑色の CO2 ボンベを酸素と誤認する

ヒューマン・エラーを防ぐには，CO2ボンベを
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2色塗りにして容易に識別できる工夫が第一で

あることには異論の余地がないと思います．そ

して，容器保安規則で決められた緑色の上に医

療用CO2の橙色を約 1/3表面積だけ重ねて，医

療用酸素の緑色と容易に識別できるようにする

ことで，現法規内で比較的簡単に解決できます．

これを緑色によるCO2ボンベ誤認事故防止の基

礎として，その上に色々な手段・工夫を組み合

わせて職場の安全性向上を果たそうではありま

せんか．
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