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【部門の役割】

• 滅菌センターは、医療現場で使用された器材を洗浄・組立・滅菌・供給を行う部署です

• 滅菌物の品質保証・定数管理・安定供給を実施することで病院全体の医療安全や感染管理に貢献
しています
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滅菌センターの役割

医療安全

医療従事者が安全に手術や処置が
行なえるように支援しています

手術部門

手術患者さんに使用する器材を
準備し手術室に搬送します

病棟部門

処置や治療で使用するピンセットなど
の滅菌器材を補充しています

中央診療部門

通院患者さんを診察する外来や内視鏡
部門にも滅菌器材は提供されています

滅菌センター
病院全体の医療安全や感染防止に寄与する

供給
滅菌された器材を
部署に搬送します

滅菌
包装した器材を
滅菌します

組立・包装
洗浄された器材を
組立・包装します

分解・洗浄
器材を分解して
洗浄します

使用器材の回収
部署で使用したハサミ
やピンセットを回収し
ます

データ管理
受付や払い出し、消費
データを入力します

医療現場
• 医療器材を中央処理化することで、
医療現場の洗浄業務などの負担
を軽減し、本来業務に専念
する環境改善を図ること
を目的としています

【滅菌センターの諸室】

• 滅菌センターは、汚染された器材を回収して処理する「洗浄エリア」と、洗浄後に器材を組立て
たり性能点検をする「組立エリア」と、さらに滅菌された器材を保管する「既滅菌エリア」の
ゾーン分かれています

• 洗浄室は汚染区域となりますので、洗浄業務を担当する従事者は、個人防護具を装着します。
使用済みの器械は、原則洗浄エリアから持ち込んで処理していきます

【注意点】

①汚染器材や外部から持ち込む器材は、「洗浄エリア」から搬入しましょう

②「既滅菌エリア」は関係者以外立入禁止の区域になっています

③「既滅菌エリア」に汚染した器材を持ち込んだり、汚染したガウンやエプロンを着用したまま入
室しないようにしましょう
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医療機関について

【医療の値段について】

• 価格設定（診療報酬）の決定権は国が持っています。国が点数を設定し、1点あたり10円と計算し
て支払われます。労災診療単価は1点12円で設定されています

• 診療報酬改訂は2年毎に実施され、改訂の内容により病院経営に影響を及ぼすこともあります

【日本の医療保険の特徴】

• 国民皆保険：国民は、皆、医療保険に入る権利と義務を持っています。「健康だから医療保険に
は入らない」という選択は許されません

• フリーアクセス：健康保険証を持っていれば、全国どこの医療機関でも受診することが可能です

• 現物給付：療養に必要なサービス（現物）そのものを支給すること。一方、出産手当金、傷病手
当金のように現金で支給することを「現金給付」と言います

【医療費を決定する方法】

• 「出来高払い」と「定額払い」の大きく2通りがあります。「出来高払い」とは、診察や手術、注
射、検査など、個々の医療サービスごとに定められた費用の合計で決まる方法です。スーパー
マーケットなどで買い物をするときと同じ計算方法です

• 一方、「定額払い」とは、病気の種類や状態などによって一定の支払い額を決定する方法です。
患者さん毎に検査の数や薬の使い方が異なっても、同じ支払いを受けることになります。急性期
の入院医療では、これまでは出来高払いが中心でしたが、病気の種類によって1日当たりの医療費
を決める「DPC」制度を導入する病院が増えています

【外来診療の場合、出来高払い】

• 体調を崩して外来診療を受診した場合、医師から診察を受け、その後、必要に応じて血液検査や
レントゲン検査などを受けます。また、診察後には内服薬が処方されます

• 外来診療の場合は、診察、血液検査、レントゲン検査、投薬など全て出来高払いになりますので
、医療機関や医師によって多少異なる場合も存在します

• 病院を運営するためには、電子カルテの導入や水道光熱費、医療廃棄物費用に加え、土地や建造
物の維持も必要になります（下図の赤い部分が運営費になります）

検査技師 医師 薬剤師 事務員

健康保険 7割 患者（被保険者）の自己負担 3割

事務員

検査
診察

処方

会計

病院

電子カルテ・光熱費・設備投資・メンテナンス・物流管理・業務委託・医療廃棄物費用

土地・建造物の建築維持費用



【手術器材】

• 器械には様々な形状のものが存在しています。形状が単純なものから複雑なものまで様々です。
また、汚染物も新鮮汚染や固化（固着）汚染のものがあり、適切に分解・前処理を行うことが適
切な洗浄となります
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手術器材に付着する汚染物

【手術器材に付着する汚染物】

• 手術器材に付着する汚染物は、血液、体液、骨片や生理食塩水や消毒剤に加え、処置に必要な
ボーンワックスやセメント、軟膏などが存在します

• バイポーラピンセットは、高温で組織を凝固するため先端部分に汚染物が固着します。固着した
汚染物は浸漬やブラッシングなどが必要不可欠です

【汚染物が付着した状態で放置すると】

•血液などの汚れが乾燥すると、血液凝固や蛋白質などの固化が起こり洗浄が困難な状態になります

•鋼製小物を長時間、生食、血液、ヨード系消毒剤等に接触させておくと錆の発生の原因になります

•軟膏などが付着していると洗浄不良の原因となるので除去しておきましょう

黒い部分が凝固した汚染物

消毒剤
生理食塩水

血液付着ガーゼ

血液

医療現場における滅菌保証ガイドライン2005

乾燥状態の放置は･･･

器械にダメージを与える
生食･消毒剤も

鋼製小物には大敵

シャーレ

トレー

筋鉤

腹壁鉤

ピンセット

開胸器

開創器

腹腔鏡
手術鉗子

吸引嘴管



【WDによる洗浄】

• WDはスプレーアームから強い水流が噴出されることによって器材に
付着した血液や体液等を除去することができます

• WDとは、汚染した器材を自動で洗浄→熱水消毒→乾燥まで自動で行
なう装置のことです。洗浄（Washer）と消毒（Disinfection）が行
なえます

• プログラムに水のみで行う予備洗浄という工程がありますので、器
材に血液や体液、消毒剤が付着した状態で搭載しても運転すること
が可能です
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WD（ウォッシャー ディスインフェクター）

【WDの種類】

• DIN規格のバスケット（約500mm×250mm）の搭載枚数が1枚搭載できる小型の装置から15枚搭
載できる大型の装置が存在します

大型タイプ
DINバスケット8枚搭載

小型タイプ
DINバスケット6枚搭載

【器材に応じたラック】

• 左下画像は、MIS器具ラックです。ラパロ鉗子やトロッカーなど細い管腔の器材も洗浄することが
できます

• 右下画像は、麻酔器具ラックです。麻酔器の蛇管やバッグなどを洗浄することができます

• 鋼製小物とは異なりますので、ラックに応じたプログラムを設定することをおススメします

専用ラックの仕組み
洗浄ポートから水が噴出します

スプレーアーム



• 周波数は低いほど大きな気泡が発生し洗浄エネルギーが高くなりますが器械へのダメージは大き
くなります。一方、周波数が大きいほど気泡は細かくなり、洗浄エネルギーは小さくなります。
従って器械へのダメージは少なくなります。小さな気泡は細部の洗浄に適しています
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超音波洗浄

http://senjyou.jp/ultrasonic-cleansing/

周波数と気泡のイメージ

25kHz 38kHz 50kHz

●●●●●
●●●●●

●●●●●●●
●●●●●●●

●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●

【超音波洗浄装置の構造】

• 水槽の底面に取り付けられた超音波の振動子（38kHzの場合、毎秒約38,000回）により小さな真空
の気泡（微小空洞：キャビティー）が無数発生します。気泡が洗浄物に当たって壊れるときの衝
撃波（キャビテーション効果）で洗浄物に付着した汚れなどを剥離除去します

• キャビテーション：液体の流れの中で圧力差により短時間に泡の発生と消滅が起きる現象のこと
を言います

【超音波が阻害される原因】

• バスケットは網目が細かいもの（例えば、茶こしなど）は超音波を阻害することがあります。微
細なものを洗浄する場合は、ビーカーなどに洗浄液と被洗浄物に入れて行う方が効果的です

網目が細かいのは避けること
気泡が通過しない･･･

メーカー純正には理由がある 網目が大きいのは大丈夫

• バスケットを重ねて洗浄すると上部のバスケットには超音波が届かない
ため適切に洗浄することができません。1段目に積載した器材は衝撃波
が接触しますが、その上段（2段目）には衝撃波は届かなくなります 1段

2段

• シリコンマットも超音波を阻害することがありますので使用する場合は、
超音波の衝撃波が適切に効果が得られるか確認しておきましょう

• 孔が少ないマットは洗浄力の他、すすぎにも注意が必要になります

シリコンマットの孔が
少ないのは注意！

振動子↗

水槽

真空の気泡



【剪刀と持針器】

• ハサミのことを剪刀（せんとう）と言い手術には様々な剪刀が入っています。クーパーは、組織
の剥離(はくり)から縫合糸を切ったり、メッチェンバームは、血管を切ったり、眼科剪刀は細か
い箇所を切ったりと様々な場面を想定してセットしています。持針器は縫合する場面で針を保持
します。小さな針がスリップしないように超硬チップ付持針器（金メッキ）を使用します

外科剪刃眼科剪刃 メッチェンバーム
剪刃

繊細な操作が
得意！

様々な用途で使用
♪組織の剥離にも使用

マッチュー持針器

※ハンドル部分が金メッキのものは先端部分のチップ
の材質がことなります。丸針などは滑りやすいので超
硬チップ付きの持針器を使います

超硬チップ付
マッチュー持針器
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チップのイメージ

超硬チップ付
ポッツ・スミス血管剪刃

全体的にスリム
♪血管バイパス手術で使用

メーヨ剪刃

外科剪刀に比べ
♪整形外科で愛用

全体的にスリム
♪血管の切離などに使用

超硬チップ付
メーヨ・へガール持針器

超硬チップ付
カストロビエホ持針器

鋼製小物の一例



【高圧蒸気滅菌器の日常点検】

• 滅菌器を使用する前に、日常点検を行い装置が安全に作動するかチェックします

• チェックした項目は記録し保管管理しておきます
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高圧蒸気滅菌器の日常点検

チャンバー内を確認

緊急停止ボタン

操作パネル

ストレーナーの確認
排気口

パッキン部分の確認

記録紙

圧力計

点検箇所の例 方法の例

圧力計の確認 運転前、圧力計が「0」を示しているか目視確認

チャンバーの状態 缶内の錆・亀裂などの損傷はないか目視確認

ストレーナーの状態 ストレーナーに異物などが付着してないか目視確認

ドアパッキン パッキンに亀裂や損傷が無いか目視確認

配管からの漏れ 配管の状態を目視確認（漏水も確認）

記録計 暖気運転した後に記録計が正常であるか確認

日常点検の例

内缶

外缶

外缶給蒸

内缶給蒸

内缶トラップ

外缶トラップ

内缶連成計
内缶の圧力を測定

元蒸気圧力計
蒸気の圧力を測定

外缶圧力計
外缶の圧力を測定

排気口

ウドノ医機 UMシリーズ


