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ガイドライン発表の経過ガイドライン発表の経過

2002年4月に「Draft Guideline for• 2002年4月に「Draft Guideline for 
Disinfection and Sterilization in 

が公開されたHealthcare Facilities」が公開された

6年7ヵ月後の2008年11月に確定版• 6年7ヵ月後の2008年11月に確定版
ガイドラインが発表された

• 何が問題となっていたか

• （草 案）143頁/引用文献840件

（確定版）158頁/1035件（確定版）158頁/1,035件



問題となっていた事項

• EPA および FDA との論争EPA および FDA との論争

（意見調整）

1.   グルタラールの処理条件

2.   環境表面の消毒法

3.   プリオンの不活性化法



グルタラールの条件グルタラ ルの条件
（内視鏡の用手消毒にて）

•• CDCCDC、、HICPACHICPAC

室温で20分間室温で20分間

•• FDAFDA

温度をもっと上げて45分間接触

濃度を高めることも要求濃度を高めることも要求

結果：消毒前の十分な洗浄を条件に結果：消毒前の十分な洗浄を条件に結果：消毒前の十分な洗浄を条件に、結果：消毒前の十分な洗浄を条件に、
2020℃℃／／2020分間分間 の条件を提示の条件を提示



環境表面の消毒環境表面の消毒

CDCCDC HICPACHICPAC•• CDCCDC、、HICPACHICPAC

30秒間ウェットな状態で維持し、

その後30秒～1分間乾燥

•• EPAEPAEPAEPA

消毒薬の接触時間を10分間と規定

結果：結果：3030～～6060秒間の接触で細菌が著しく減秒間の接触で細菌が著しく減
少する．使用者は少する．使用者はEPAEPA承認製品ではラベル表承認製品ではラベル表少する．使用者は少する．使用者はEPAEPA承認製品ではラ ル表承認製品ではラ ル表
示に従わなければならない．したがて、接触示に従わなければならない．したがて、接触
時間が短く設定されている製品を選ぶ必要が時間が短く設定されている製品を選ぶ必要が時間が短く設定されている製品を選ぶ必要が時間が短く設定されている製品を選ぶ必要が
あるある



プリオン処理についてプリオン処理について
draftdraft

134℃ 18分間の高圧蒸気滅菌の条件134℃ 18分間の高圧蒸気滅菌の条件

が世界標準が世界標準

アルカリ洗浄剤の有効性アルカリ洗浄剤の有効性

アルコールがプリオンのバイオバーデアル ルがプリオンのバイオバ デ

ンを減少させる



プリオン処理についてプリオン処理について
draftdraft

Sodium Dodecyl Sulfate（ドデシルSodium Dodecyl Sulfate（ドデシル

硫酸Na：SDS）での処理はルーティー硫酸Na：SDS）での処理はル ティ

ン作業としては受け入れられない

過酸化水素プラズマ滅菌にて過酸化水

素を 4回注入法にて効果がある



プリオンの処理プリオンの処理

CDCCDC + HICPAC+ HICPAC がエビデンスに基づいCDCCDC + HICPAC + HICPAC がエビデンスに基づい
て書いたガイドラインにもかかわらず
EPAEPAととFDAFDAの政策決定者との意見が、EPAEPAととFDAFDAの政策決定者との意見が
合致していない

結果：ガイドラインからプリオンに関す結果：ガイドラインからプリオンに関す
ががる事項が削除されたる事項が削除された

Rutala WA, Weber DJ. Guideline for Disinfection and 
St ili ti f P i C t i t d M di l I t t

この文献に掲載されました

Sterilization of Prion‐Contaminated Medical Instruments. 
Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31: 107-117.



プリオンの二次感染防止のためのプリオンの二次感染防止のための
手術器械の推奨される処理法手術器械の推奨される処理法
20082008年年99月月 厚生労働省通知厚生労働省通知

a.  アルカリ洗剤 washer disinfector 洗浄

＋ 高圧蒸気滅菌134℃、8～10分 日常的処理方法日常的処理方法

これが一番現実的で、過去の疫学的エビデンスを考慮しても安全と考えられる

b 洗浄（手洗浄を含む）b.  洗浄（手洗浄を含む）

＋ 高圧蒸気滅菌 134℃、18分

C. 通常の洗浄（条件はメーカー推奨のもの）

＋ 過酸化水素ガスプラズマ滅菌 非耐熱性器材非耐熱性器材＋ 過酸化水素ガスプラズマ滅菌 非耐熱性器材非耐熱性器材

軟性内視鏡、一部 loan instrumentに対しては、これ以外に方法がない

d.  3d.  3％％ SDS  3SDS  3～～55分煮沸処理分煮沸処理 アルカリ洗浄と通常滅菌は必要

（SDSの使用は、医療現場では実際的な方法ではない）



医療施設における消毒の歴史医療施設における消毒の歴史

S ldi EHS ldi EH C i l di i f ti f di l d i l•• Spaulding EH. Spaulding EH. Cemical disinfection of medical and surgical 
materials. In: Lawrence C, Block SS, eds. Disinfection, 
sterilization, and prevention. Philadelphia: Lea & Febiger, 
1968: 517-31.

－使用用途に応じた感染リスク度合い別器材の清浄度－

• Foege WH, et al. 「院内感染防止と対策ためのCDCガイドライン」
1981

S BP CDC d l f h d l• Simmons BP. CDC guideline for the prevention and control 
of nosocomial infections. Am J Infect Control 1983;11:97-
120

• Garner JS, Favero MS.「手洗いと病院環境管理のCDCガイドライ
ン」1985



CDCガイドライン1985年版からの追加 1

• 新興感染症

バイオテロ• バイオテロ

• 血液媒介感染症

• 消毒および滅菌に関連した環境汚染お
よび労働衛生上の懸念よび労働衛生上の懸念

• 外来診療や在宅医療における患者ケア
器材の消毒

• 多剤耐性菌の殺菌多剤耐性菌の殺菌



CDCガイドライン1985年版からの追加 2

• 過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌や液体
過酢酸滅菌法などの新規滅菌法の開発

• 内視鏡などの複雑な構造の医療機器の消
毒法の検討毒法 検討

• 新しい滅菌法として13の滅菌法が紹介
されている（大部分はFDA未承認）



CDCガイドライン 電離放射線：イオン化照射滅菌CDCガイドライン
2008

で紹介された

• 電離放射線：イオン化照射滅菌

• 乾熱滅菌

過ギ酸滅菌で紹介された
種々の滅菌法

• 過ギ酸滅菌

• ろ過滅菌

イク 波滅菌
• 高圧蒸気滅菌

• フラッシュ滅菌

• マイクロ波滅菌

• ガラスビーズ滅菌
フラッシュ滅菌

• エチレンオキシド
ガス滅菌

• ホルムアルデヒド低温蒸気滅菌

• オゾン滅菌
ガス滅菌

• 過酸化水素ガスプ
ラズマ滅菌

• 過酸化水素蒸気滅菌

• 二酸化塩素ガス滅菌

• 化学滅菌剤

• 乾熱滅菌

• 過酢酸蒸気滅菌

• 赤外線放射滅菌



過酸化水素蒸気滅菌過酸化水素蒸気滅菌
Vaporized Hydrogen Peroxide, VHPVHP™

•• 産業向け産業向けに装置が販売されてきた産業向け産業向けに装置が販売されてきた

• 医療機関向けの医療機器製造販売におい
て、2009年10月国内販売承認された

液体過酸化水素を加熱気化器を通して蒸• 液体過酸化水素を加熱気化器を通して蒸
発させ、その後チャンバー内に蒸気を送
り込む．真空システムと大気システムが
あるある



V-PRO 1滅菌サイクル
圧力（mm Hg）

Aerate Sterilize 

Pulse
1 

Pulse
2 

Pulse
3 

Pulse
4 

時間（分）

減圧、過酸化水素注入、加圧を1パルスとして4回繰り返す．
過酸化水素が気化して、水酸ラジカル、酸素のフリーラジカルによる酸化作用
で細菌の脂質、酵素、DNAを破壊するとされている



過酸化水素蒸気滅菌の工程過酸化水素蒸気滅菌の工程

洗浄（多く 合 手作業）洗浄（多くの場合、手作業）

乾燥

包装包装

搭載

V-PRO 1



デホルムアルデヒド消毒器か滅菌器か

• ヨーロッパ圏では「滅菌器」として扱われている．
日本ではこれまで「消毒器」の範囲であった

• EN規格はヨーロッパのローカルルールであり、日本
ではそのまま適用できなかった

• 2009年4月 EN-14180から ISO/FDIS-25424
となった（国際規格となった）となった（国際規格となった）

• 2009年7月10日日本でホルムアルデヒド滅菌器が
承認された承認された

• LTSF 用の BI が ISO 化されており、JIS 規格とす
ることとなった ISO/FDIS-11138  part5



ホルムアルデヒドガス滅菌器

PS-140R/P エコパルザー滅菌器®



ホルムアルデヒド滅菌器ホルムアルデヒド滅菌器
の対象器材

• 軟性内視鏡、硬性内視鏡

• 膀胱鏡、気管支鏡、消化器内視鏡

非耐熱性の手術器械• 非耐熱性の手術器械

• プラスチック器材

• チューブ類、ケーブル類

これまでEOG滅菌してきた器材のすべこれまでEOG滅菌してきた器材のすべ
てが対象となる



ホルムアルデヒド規制ホルムアルデヒド規制ホルムアルデヒド規制ホルムアルデヒド規制
（（20082008年３月１日施行）年３月１日施行）

ホルムアルデヒドに関する特定化学物質障害予
防規則（特化則）（特化則）が 2007年12月28日付の官報
で告示された

従来の第三類から第二類第二類に変更になった従来の第三類から第二類第二類に変更になった

作業環境測定と健康診断等の実施がエチレンオ
キシドと同様に要求される

密閉型は特化則の適用から外されている



酸化エチレンガス、ホルムアルデヒドの作業環境
特定化学物質障害予防規則（特化則）の適用について

1 作業環境評価基準：1ppm以下（EOG） 01ppm01ppm1. 作業環境評価基準：1ppm以下（EOG）、0.1ppm0.1ppm

以下（以下（HCHOHCHO））に規定

2 エチレンオキシドガス ホルムアルデヒドガスへの曝2. エチレンオキシドガス、ホルムアルデヒドガスへの曝

露防止

3 現場の作業主任者作業主任者の選任：技能講習修了者3. 現場の作業主任者作業主任者の選任：技能講習修了者

4. 作業環境のガス濃度測定ガス濃度測定（有資格の第三者機関に委

託）を6 月以内毎に行い その記録を3030年間保存年間保存託）を6ヶ月以内毎に行い、その記録を3030年間保存年間保存

5. 作業者の健康診断健康診断を6ヶ月以内ごとに実施し、記録を

55年間保存年間保存55年間保存年間保存

6. その他：名称等の表示、防護具の配置、滅菌消毒装

管置・配管設備の定期点検



過蟻酸滅菌

• 過蟻酸 HCOOOH／過酢酸 CH3COOOH

• 過蟻酸は、自動内視鏡再生処理システム
に採用された速効性の殺芽胞剤であるに採用された速効性の殺芽胞剤である．

Rutala WA, Weber DJ. New disinfection and sterilization       

methods Emerg Inf Dis 2001; 7: 348-53methods. Emerg Inf Dis 2001; 7: 348 53.

• 過蟻酸を利用するシステムはFDAに承認
されていない



マイクロ波マイクロ波

マイクロ波は高周波であり 家庭用電子• マイクロ波は高周波であり、家庭用電子
レンジ（2.45GHz）で発生させたマイ
クロ波は、細菌、Mycobacteria、ウイ
ルス、G. stearothermophilus の芽胞ルス、 . p 芽胞
を 60秒～5分間以内に不活性化させた

• 滅菌では、水の存在下での高出力のマイ
クロ波が必要であるク 波 要 ある

• FDAは未承認である



ガ ビ ズ滅菌ガラスビーズ滅菌

• 高温（217～232℃）に加熱した径1.2
～1.5mmの小さなガラスビーズを短時1.5mmの小さなガラスビ ズを短時
間（45秒間）作用させるもの

• 加熱ガラスビーズ中へ白金耳、ピンセッ
トなどを挿入して滅菌（乾熱）するな 挿入 滅 （乾熱）す

• 歯科領域で使用されているが、滅菌不良
の可能性があり、FDAは使用を禁止して
いる（医療用としては使用不可）る（医療用としては使用不可）



オゾン滅菌オゾン滅菌

• 2003年8月、滅菌剤としてオゾンを利
用する新規の滅菌工程が FDA にて承認用する新規の滅菌工程が FDA にて承認

• 酸素 蒸気 電気にて器内でオゾンをつ酸素、蒸気、電気にて器内でオゾンをつ
くる

• 工程終了後は触媒にて酸素と水蒸気に変
換される換される

• 工程は4時間15分、30～35℃、108Ｌ



オゾン滅菌オゾン滅菌
TSO3 STERIZONE

® Sterilization System 

サイクル
1 バキューム1. バキュ ム
2. 加湿
3. オゾン注入
4. 曝露

30～36℃、4.5時間

http://www tso3 com

FAD及び H lth C d で薬事承認を取得している

http://www.tso3.com

FAD及び Health Canadaで薬事承認を取得している



オゾン殺菌オゾン殺菌

高い湿度が必要（80％以上）• 高い湿度が必要（80％以上）

• オゾン濃度 0.3～0.5ppm、20℃にて枯草菌芽胞を
200分間（液相 20分間） 大腸菌 30分間（液相200分間（液相 20分間）、大腸菌 30分間（液相
2分間）で殺菌できる

• 密閉方式としなければ人体に有害である

• 殺菌処理時間が長く、浸透性は期待できない（表面殺菌処理時間が長く、浸透性は期待できない（表面
殺菌）

劣化を受ける素材：金属 天然ゴム ウレタンスポ• 劣化を受ける素材：金属、天然ゴム、ウレタンスポ
ンジ、ガスホース、ラテックスゴムなど

気相は高温 液相は低温 効 が高• 気相は高温で、液相は低温で効果が高い



ノンクリティカル環境表面へのノンクリティカル環境表面へのノンクリティカル環境表面へのノンクリティカル環境表面への
消毒薬または洗浄剤の使用消毒薬または洗浄剤の使用

に関する考え方に関する考え方に関する考え方に関する考え方

• 環境整備の基本は洗浄剤による清拭である• 環境整備の基本は洗浄剤による清拭である

• ノロウイルス、クロストリジウム・ディフィ
シル、肝炎ウイルス汚染などの特別な場合に
は、環境消毒が必要である

• 高水準消毒薬は使用しない

• 次亜塩素酸を選択する．微生物によってはア
ルコールが選択される場合もある



ノンクリティカル環境表面へのノンクリティカル環境表面へのノンクリティカル環境表面へのノンクリティカル環境表面への
消毒薬または洗浄剤の使用に関する疫学的根拠消毒薬または洗浄剤の使用に関する疫学的根拠

消毒薬を使用することの理由

環境表面は疫学的に重要な微生物（VRE, MRSAなど）の
伝播に関与する場合がある伝播に関与する場合がある

感染性物質（血液）によって汚染した環境表面は消毒
が必要 あるが必要である

床の微生物数の減少は洗浄剤よりも消毒薬の方が有効

洗浄剤は微生物の汚染を受け、温床となり得る

ノンクリティカル環境表面の消毒を CDC は推奨

いくつかの新しい消毒薬は持続的抗菌効果があるいくつかの新しい消毒薬は持続的抗菌効果がある



ノンクリティカル環境表面へのノンクリティカル環境表面へのノンクリティカル環境表面へのノンクリティカル環境表面への
消毒薬または洗浄剤の使用に関する疫学的根拠消毒薬または洗浄剤の使用に関する疫学的根拠

洗浄剤を使用することの理由

ノンクリティカル環境表面が医療関連感染にほとん
ど関与しないど関与しない

床の洗浄と消毒で医療関連感染の発生率に差がない

廃棄しても水や土壌への残留汚染が発生しない

職業曝露による労働安全衛生上の問題がない職業曝露による労働安全衛生上の問題がない

洗浄剤の方が費用がより安価

消毒薬の使用で耐性菌が選択される可能性がある

洗浄剤の方が見た目に綺麗になる洗浄剤の方が見た目に綺麗になる



ごご清清聴聴あありりががとうとうござございいままししたた


