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電気の基礎（電気を上手に使いましょう） 

電気機器を使用する 

①メーカの保証規格は、電源コードからセンサまで。 
 
②二股や電源コードは保証の範囲ではありません。 
 
③最近の事故では延長コードや二股が原因での事故が
見受けられています 
 

製品の電源コードは 

壁のソケット 

に接続して使用してください 

先ず初めに 

火災増加中、 火災増加中、月別 

（２） 製品別 月別 事故件数 

図3 に「製品別 月別 事故件数」を示します。 

最も事故が多いのは1 月となっています。 

理由の一つとして、電気ストーブや電気ケトルなど比較的消費電力の大きな製品を延長
コード等に接続して使う頻度が高くなることが考えられます。 

漏電・トラッキング 火災例 ケーブル 

大阪市 ＨＰより引用 

http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000149237.html 
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http://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/poster/kaden/1511.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=NI4hwDr_gio 

 https://www.youtube.com/watch?v=3-ZbAIqikzI 

 

  

中部電力ホームページから引用 

電源のコンセントの点検 

1、埃がたまっていませんか？ 掃除 

3、電源コードが熱くなっていませんか？ 

4、電源コードを束ねていませんか？ 

5、プラグが熱くなっていませんか？ 

トラッキング現象 

長期間さしっぱなしのコンセントと電源プラグの間にはホコリがたまりやすいです。 
そこに湿気が加わると、電源プラグの刃の間で火花放電が繰り返されます。 
その熱がコンセントに接する絶縁部を加熱し、 
電源プラグの刃と刃の間に「トラック」と呼ばれる電気の道をつくります。 
やがてはそこから放電をおこし、発火。これがトラッキング現象です。 

ふき取る 2、水場は近くないですか？ 

電気容量は規定内か 

コードの断線を点検 

コードを整理 

ほぼ５Sです。ご自宅でも発揮してください。 

非常用電源は『赤』です 

商用電源回路用  
一般非常電源用：重要ME機器 
起動時間：40秒 運転時間：10時間 

特別非常電源用：生命維持装置 

起動時間：10秒 運転時間：10時間 
 

瞬時特別非常用 
   ：手術用無影灯 

  起動時間：0.5秒  
  運転時間：10分 

交流無停電電源 

電気の基礎で学ぶこと 

感電しない / 小火、火災を出さないこと 

正しく電気に接しましょう 

  

 

電源容量の計算ができないとヒュー
ズを飛ばしてしまいます。 

最悪の場合、火災を引き起こしてし
まいます。 
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覚えておきたいけど 
      忘れてしまう電気の単位 

1. 電圧 ： V（ボルト） 

2. 電流 ： A（アンペア） 

3. 電力 ： W（ワット） 

 

オームの法則（中学校教育） 

V（電圧）＝I（電流）×R（抵抗） 
 

水も流れやすいところを流れている。 

抵抗が小さければ電流は沢山ながれ、高いと少ない。 

よって電気は流れやすいところを流れるということがわかります。 

直流と交流 

① 直流 （電池） ： （乾電池は1.5V） 
  製品 CPUなどを搭載している機器のおおく 
 
            
 
 
 
 

② 交流（コンセント）：１００V 50/60Hz 
 製品 白熱電灯、蛍光灯、ニクロム線（電熱）、ドライヤー 

 
 

電気うなぎ。 

最高電圧600-800 V ・電流1 A 

知らないと、電気は怖いもの １ 

Nhk newsより 産経ニュース 

わにが、電気うなぎで気絶？死亡？ 

 

知らないと、電気は怖いもの ２ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%9C%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B5%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%82%A2
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鳥は何で感電しないの？ 

10 

マクロショック 

1mA ビリビリ感じる 

5mA まだ何とかなる 

10～20mA 筋肉収縮しっぱなし 

50mA 痛み 

100mA 心室細動 発生 

最小感知電流 

マクロショックでは、100mA以上の電流が体表に流れると 
心室細動が起こるとされています。 

離脱電流 

ミクロショック 

静電気や 
パソコンなの漏れ電流 

ミクロショックでは、0.1mA以上の電流で心室細動が起こるとされています。 

医療事故例  

ミクロショックの許容電流値 

ミクロショック心室細動電流 

最小感知電流 

離脱（限界）電流 

マクロショック心室細動電流 

0.01ｍA（10μA） 

0.1ｍA（100μA） 

1ｍA 

10ｍA 

100ｍA 

電流10倍の法則 

15 

電気ウナギ 1A 

      漏電した電気製品にさわったとしても、 
人よりも、もっと流れやすい通り道があれば、 

      電気から人を守ることができます。 

    その方法がアース（接地）です 

一般家電製品では、洗濯機、エアコン、電子レンジなど 
   湿気が多い場所で使用する機器には、 
   アースが取り付けられています。 

感電を防止するためには まとめ アース 

アース = 接地 = グランド ＝ 

① ベッドにゴム足 

② ECGケーブルを束ねる 

③ アースをとる 

④ 多機器は電源コンセントを
外す 
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絶対に使ってはいけない物  

2Pの電源延長ケーブル 三つ又 
2P-3P変換ｺﾈｸﾀ 
アース無し 

２Pコンセント 
アース端子無し 

医療機器と電源コンセントの接続 

危険な接続 

25 

  

   

配線用遮断機(ブレーカー)作動により電源が落ちます。 

コンセント容量 
  (100V/15A) 

タコ足配線はやめましょう！ 

50W max 

AC100V(50/60Hz) 95VA 

何アンペア使っているかわかりますか？ 
30 

電子ケトル     ～ 1250Ｗ 

電気毛布        50-80Ｗ（案外少ない） 

電気ストーブ     ～  1200Ｗ 

ヘアドライヤー    ～ 1200Ｗ 

電子レンジ     ～ 1300Ｗ 

セントラルモニタ   ～  300VA 

家電の定格消費電力は？ プラス１ 
 電気容量の計算の仕方 

漏れ電流の防止対策 
１．３Pプラグを３Pコンセントに差し込んで使う。 

   止む得ず３P－２P変換アダプタを使用する場合は、 
   必ずアダプタ から出ているアース線を壁面のアース端子に接続する 

2．感電した機器（ビリビリ感電）は、絶対に使用しない。 
   （必ず機器点検を実施する） 

3．機器に水や薬液がかかった場合は、絶対に使用しない。 
   （必ず機器点検を実施する） 

4．心臓や血管に直接使用したり、患者様の体に電極やプローブ  
   を装着して使用するME機器は、CF形もしくはBF形のものを使用    
   する。又漏れ電流の大きいME機器の同時使用は避ける。 

５．専門家（院内安全担当部門、メーカ）による定期的な安全点検を 
   受ける。 

使用回数にご注意 

使用上のポイント 

１ 使用回数の確認 

２ 電源容量以上は使用しない 

３ トラッキング防止に努める 

４ 機器の使用開始時には、AC動作していることを確認する 
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確認！ 
人工呼吸器の電源は必ず 
壁面コンセントへ接続！ 

患者が帰棟した際、人工呼吸器のコードを、延長コードにつなげてしまった。 

看護師は、延長コードが無停電電源につながっていると思いこんでいた。 

ところが延長コードは、壁の無停電電源につながっていなかった。 

× 

人工呼吸器のコンセント脱落 

医療事故例  

雨が降っても、多少雷が落ちても、
釣っているのでしょうか？ 

最近はゲリラ豪雨ですね。 

雷も多く強くなっているような気がし
ます。 

早めに避難してください。 

年間平均

落雷事故 3人

航空機事故 11人

交通事故 5000人

雷の特徴 

どこにでも落ちる（海面、平野、山岳なども）。開けた場所は人間直撃の可能性あり。 

高い木や森、林は即撃を受ける危険がある。高い木の近くは避ける。側撃に注意。 
 

http://www.zenk.jp/image/plane_slow.gif 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhSVkGoJhww 

 

サージ対策の電源等は家電量販
店で販売しています。 

ご清聴ありがとうございました 
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