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次亜塩素酸水の内視鏡に対する消毒効果と耐久性
帝京大学溝口病院
内視鏡室 ○藤田 賢一・吉永さゆり・湯田まり子・岡田 和代
笠井

美樹・松本美智子・森本

内科

菊池健太郎

外科

山川

寿惠

達郎

【目的】
次亜塩素酸水は高い消毒力、安全性、低コストの面など優れた消毒薬であるが、透析分野を除きあま
り活用されておらず、薬剤の効果や内視鏡への影響については、検討されていないのが実情である。そ
こで、大腸内視鏡に付着した好気性の腸内細菌を指標に次亜塩素酸水の内視鏡消毒試験と内視鏡耐久試
験を行った。その結果、次亜塩素酸水の利点を確認し得た。
【材料と方法】
1）消毒試験：消毒には pH5.5，塩素濃度 50ppm の次亜塩素酸水を用いた。
本試験では消毒前後の菌種菌数の変化を知るため、内視鏡の検査中吸引口金に取付け回収容器に集め
られた腸内溶液を消毒前とした（図１）
。
試験は、内視鏡を洗浄せずに消毒した群（未洗浄消毒群）と弱アルカリ洗浄液 200ml 吸引+流水下
でのブラッシング 1 回の後、消毒した群に分けて、消毒前後を比較した（各群 5 例）。
2）消毒方法：検査後の大腸内視鏡を次亜塩素酸水に 3 分間浸漬した。3 分間の間に内視鏡のチャンネル
内にも 120ml ずつ 2 回に分けて次亜塩素酸水を注入した。消毒後、１％チオ硫酸ナトリウム添加生理
食塩水 20ｍｌで消毒作用を中和した。
3）試料：未消毒の腸内溶液は原液のまま、消毒したものは内視鏡チャンネルを生理食塩水(10ml）で剥
離し回収したものを用いた。
4)培養：試料は 5℃で保存し 24 時間以内に 37℃のもと、1 日から 3 日間の培養を行った。細菌は主に菌
属レベルの同定をした。培地は腸内細菌叢検索用の培地を用いた。好気性培養には DHL(大腸菌群）
、
TATAC（腸球菌）、PEES（ブドウ球菌）
、PDA（酵母）、NAC(緑膿菌)、TS（非選択培地）などを用いた。 嫌
気性培養には TS、BL（非選択培地）を用いた。同定はコロニーの形態、グラム染色性、菌の形体によ
り行った。
2．耐久試験：消毒薬による内視鏡への影響が危惧されたので、次亜塩素酸水が内視鏡に損傷を与
えることがないかどうかを知る目的で、毎日作成した pH5.5，塩素濃度 50ppm の次亜塩素酸水
による大腸内視鏡（CF－230AI：1 本）の浸漬耐久試験を行った（図２）
。
【結果】
1．消毒試験（表 1）
：
1）消毒前の細菌は、大腸菌群、腸球菌、ブドウ球菌、酵母、緑膿菌、バチルスなどであった。総好気性
菌数より総菌数が多い状況であった。
2）未洗浄消毒群の１例に大腸菌群と腸球菌が１ml 当たり 20 個残存した。また、総好気性菌数や総菌数
では 40 個の細菌が残存した。
3）弱アルカリ洗浄液 200ml 吸引さらにブラッシング 1 回の後、消毒した群では、全例陰性であった。
2．耐久試験：浸漬 24 日間後、スコープ挿入部外皮に粒状の小隆起がみられた（図２）
。３分間消毒に換
算すると 11,520 回分であった。

1

（図１）検査中回収容器に 集められた腸内溶液

対照

浸漬期間
２４日間後
粒状の変化

（図２）

次亜塩素酸水浸漬：耐久試験

（表１）次亜塩素酸水の消毒効果
菌群

総菌数
総好気性菌数
大腸菌群
腸球菌
ブドウ球菌
酵母
緑膿菌
バチルス

未洗浄消毒群（ 5 例）
消毒前
平均菌数 検出率
10８ /ml
5/5
10７ /ml
5/5
106/ml
5/5
10６ /ml
5/5
10２ /ml
4/5
80/ml
2/5
10４ /ml
2/5
10２ /ml*
3/5

消毒後
平均菌数 検出率
40/ml
1/5
40/ml
1/5
20/ml
1/5
20/ml
1/5
－
0/5
－
0/5
－
0/5
－*
0/5

弱アルカリ洗浄液＋ブラッシング＋消
毒群（ 5 例）
消毒前
消毒後
平均菌数 検出率
平均菌数 検出率
108/ml
5/5
－
0/5
107/ml
5/5
－
0/5
106/ml
5/5
－
0/5
106/ml
5/5
－
0/5
104/ml
4/5
－
0/5
104/ml
2/5
－
0/5
105/ml
2/5
－
0/5
30/ml*
3/5
－
0/5
10６ /ml 1/5 － 1/5

－：検出限界以下（ 20CFU/ｍｌ）
*：Heat 処理後の生菌数（菌検出限界 5CFU/ｍｌ）

【考察】
1.大腸内視鏡検査後、内視鏡に付着する菌の多くは大腸菌群と腸球菌であった｡総好気性菌数より総菌数
が増加したのは、嫌気性菌が生き残っていたためと考えられた。
2.未洗浄消毒群の１例において、消毒後も大腸菌群と腸球菌が少数残存した。この理由は、未洗浄のた
め有機物が消毒効果に影響を及ぼしたためと考えられた。
3.しかし、適切な洗浄をすることにより十分な消毒効果が得られた。
4.耐久試験：24 日間、次亜塩素酸水に浸漬し続けると外皮表面に粒状の変形がみられたが、3 分
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間に換算すると 11,000 回以上であり、事実上問題にならないと考えられた。
【結論】
次亜塩素酸水は、高い消毒力や器材に対する影響がほとんどないことから内視鏡はじめ他の医療器材
の消毒に適していると考えられる。
文献：
1） 藤田賢一ほか：次亜塩素酸水は内視鏡消毒の救世主になれるか？－大腸内視鏡に対する次亜塩素酸水の消毒効果―，
日本消化器内視鏡技師会会報 2013；50：74-76．
2）福崎智司：次亜塩素酸の科学―基礎と応用―，米田出版，千葉，2012；17－18．

連絡先：〒213－8507 川崎市高津区溝口 3-8-3
帝京大学溝口病院内視鏡室
TEL 044-844-3380
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季節に伴う過酢酸製剤の劣化の変動について
独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 内視鏡室
看護師（内視鏡技師）
看護師

○金子

章江、浅黄谷美里、大塚

保子、伊藤有希子

髙森

晴美、田中 仁美、伊勢

修江、梶谷 智美

はじめに
当院ではオリンパス社洗浄消毒装置（以下洗浄機）を使用して内視鏡の洗浄・消毒を行っている。洗
浄機に使用する過酢酸製剤は、使用による希釈に加えて経時的に分解されて劣化していくことがわかっ
ており、アセサイドチェッカー®で毎回濃度確認をしていた。実際に使用していて、夏季は劣化が早くて
冬季は劣化が遅い印象があり、使用日数・回転数が少ないうちは有効濃度が十分保たれているように思
えた。また、使用日数・回転数が多くなってくるとアセサイドチェッカー®の目視判定は迷うこともあっ
た。
目的
季節に伴う過酢酸製剤の劣化の変動を明らかにする。当院での濃度測定の基準を作成して簡略化し、
業務改善につなげる。
方法
対象は消化器検査室にある洗浄機 2 台とし、期間は平成 24 年 5～6 月（春季）
、7～8 月（夏季）
、10～
11 月（秋季）、平成 25 年１～2 月（冬季）のそれぞれ 4～6 週間。9 時・13 時・17 時で室温を測定、15
回転以上または 6 日目の過酢酸製剤濃度をポータブル濃度チェッカーPC-8000 で測定し、FAIL になるタ
イミングを調べる。
結果
平均室温は、春季・秋季・冬季では大きな違いはなかったのに対し、夏季のみ約 2℃高く、さらに 1
日中室温が高く経過していた。
FAIL になった回転数は、春季・秋季・冬季では 5 日目で 31 回転、6 日目で 24～27 回転と室温と同様
に大きな違いはなかった。夏季では 5 日目は 14 回転で FAIL になることがあったが、23 回転まで使用で
きることもあった。6 日目では 15～21 回転で、ほとんどが始業直後の濃度測定での FAIL であり、6 日目
以降はほとんど使用することができなかった。また、7 日目では夏季が平均 17.5 回転なのに対し、春季・
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（表１）平均室温の変化

（表２）FAIL になった回転数
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（図１）過酢酸製剤濃度の季節比較

6 日目

秋季は平均 23～25.3 回転と多くなり、冬季は平均 27.5 回転とさらに多くなったことに加え、8 日目、
10 日目でも使用できることがあった。同じ使用日数・回転数で過酢酸製剤濃度を季節で比較すると、夏
季のみ約 0.02％低かった。
考察
ポータブル濃度チェッカーを使用することで数値として過酢酸製剤の濃度が判断でき、他の季節と比
較して室温の高かった夏季が過酢酸製剤の劣化が早く、冬季は遅くなることがわかり、季節に伴う過酢
酸製剤の劣化に変動があることが明らかになった。冬季の使用日数が長くなった要因は今回の研究では
明らかにならなかったものの、外気温が下がる夜間の室温低下が影響しているのではないかと推測され
る。
アセサイドチェッカー®に比べ、ポータブル濃度チェッカーは迷いなく判定できるが、使用するピペッ
トや試薬セルの取り扱いによっては測定値に個人差がでたこともあり、取り扱い方を習熟して統一した
方法で測定する必要があると考える。また、試薬セルはアセサイドチェッカー®と比較して約 6 倍割高で、
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判定までにかかる時間も約 3 倍かかることから、安価で簡便に濃度測定ができるようになることが望ま
れる。
今回の研究をもとに濃度チェック方法を検討し、当院での測定基準を作成、始業時確認後 15 回転まで
は濃度チェックを省略可、とした。また、スタッフ間で情報を共有することにより、スタッフ個々が季
節と使用状況から過酢酸製剤の劣化の予測ができるようになり、適切な濃度チェック方法を選択して、
より安全に洗浄・消毒を行えるようになり、質の向上につながったと思われる。
結語
1.室温管理が十分にできない施設では、
過酢酸製剤は季節に伴う劣化の変動があり、夏季は劣化が早く、
冬季は劣化が遅い。
2.ポータブル濃度チェッカーPC-8000 を使用することで当院での濃度チェック基準を作成でき、安全に
洗浄・消毒を行いながら簡略化できた。
参考文献
1） 消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン作成委員会：消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティ
ガイドライン、2008.
2） 吉田 晃：当院における適切な過酢酸製剤管理方法の検討－室内温度による影響を明らかにして－、日本消化器内視
鏡技師会会報、No.50、76－77、2013.
3） サラヤ株式会社：アセサイド 6％消毒液、2011.

連絡先：〒003-0804 札幌市白石区菊水４条 2-3-54
TEL 011-811-9111
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各社内視鏡洗浄用密着型ブラシの性能評価と ATP+AMP・ATP における清浄度比較
京都大学医学部附属病院
臨床工学技士

○横山

医療器材部

幸司・樋口 浩和

【背景と目的】
内視鏡洗浄消毒においては、ガイドラインにて、スコープ管路のブラッシングを行うことが推奨され
ているが施設ごとにより様々な洗浄ブラシが使用されています。近年、スポンジタイプやゴムタイプブ
ラシのような管路密着型の洗浄ブラシが発売され、スコープ管路のブラッシングの精度が向上していま
す。今回、スポンジタイプとワイパータイプのブラシにおける性能評価とキッコーマン社製 ATP（+AMP）
測定器ルミテスターにおける清浄度評価を行いました。
【方法】
検査・処置終了後ベッドサイド洗浄せず、水のみでブラッシング。その後、あらかじめ滅菌蒸留水で
湿らせた細長綿棒で管路内をふき取り、測定しました。また、管路内をブラシ引き抜かれる際に生じる
抵抗を万能引張試験機にて測定し評価しました。
【対象】
洗浄ブラシ：1．パイオラックス社製 新洗組Ⓡ
2．FR ギャランタイマニュファクチャリング社製
スコープ：オリンパス社製上部・下部消化管スコープ
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PULL THRU

富士フィルム社製上部・下部消化管スコープ
測定器：キッコーマン社製 ルミテスターⓇ
㈱東洋精機製作所 ストログラフ EⅡⓇ（万能引張試験機）
洗浄能力

引抜抵抗

シャフト剛性

新 洗 組

○

○

○

PULL

○

×
（強すぎる）

×
（弱い）

△
（ムラがある）

×
（弱い）

○

THRU

毛型ブラシ
Cleaning Brush
ﾁｬﾝﾈﾙﾌﾞﾗｼ

図１ ブラシの特性

【結果】
スポンジタイプとワイパータイプのブラシにおける清浄度は共に 50RLU 以下を示し、十分な洗浄効果
が得られていると考えられました。また、引き抜く際の抵抗値においてワイパータイプは非常に高く、
実際に女性の力では引き抜けない事例があった（図１）。
【考察】
密着型ブラシは従来の毛ブラシのような従来のブラシに比べ共に高い洗浄能力が認められ、安定した
洗浄効果が得られていると考えられました。ただ、素材によっては引き抜く際・押し込む際の抵抗が強
くまたシャフトのコシの無さから体にかかる負担が大きいと考えられました。
【課題】
今後も解析を進めデータの蓄積を行います。
【結語】
今後もさらに基礎的なデータを解析し安全確実な洗浄業務につながる基礎を構築していきます。
連絡先：〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54
TEL 075-751-3415（内視鏡部）
E-mail：hhiguchi@kuhp.kyoto-u.ac.jp
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内視鏡洗浄の効率化を目指して

～ワイパー構造型洗浄ブラシによる比較検討～

大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター
○阿部

真也・柴森 直也・比嘉

㈱大阪医大サービス 津田 直美・安藤恵美子・森川

克成・山口 朱美
敬子

【背景】
内視鏡の洗浄消毒は各種ガイドラインに準じて，各施設において作業手順のマニュアルを作成し内視
鏡の清浄化を目指していると思われる。当院では，1 日 40 件程度の検査予約にて運用しているが，一定
の予約枠間隔で運用していても，検査終了が重なる場合は，洗浄作業が重なる場合も多く，特に拡大内
視鏡や超音波内視鏡などの特殊機器は本数も少ないことから，洗浄消毒の作業待機による検査遅延が生
じており、作業手順の改善検討が必要と考えられていた。
【目的】
今回，内視鏡洗浄の効率化を目指し、新形状のワイパー構造型洗浄ブラシ PULL THRU DEVICE、適応チ
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ャンネル系 2.8-5.0mm 有効長 2200mm（FR ギャランタイマニュファクチャリング社製，生産国ニュージ
ーランド）を用い，洗浄時間短縮による洗浄効率の改善に有用であるか検討した（図１参照）。

新型ブラシ先端部

従来型ブラシ先端部

図１ ブラシ形状比較

3.0×3.0mm

鉗子にてガーゼを引き抜き

ガーゼ

管路内をサンプリング

採取したガーゼから
ATP 値を計測

図２ 管路内 ATP サンプリング手順

新型ブラシ：42 件

従来ブラシ：36 件

図３ 検討対象

【対象および方法】
1)検討期間：2012 年 8 月 22 日から 2012 年 10 月 26 日までの期間。
2)対象および方法：検査終了後の大腸用内視鏡を対象に，予備洗浄前にワイパー構造型洗浄ブラシ(新型
群)とディスポ型洗浄ブラシ(従来群)に無作為に抽出分類し，院内マニュアルに準じて内視鏡の予備洗
浄を行い， 検討項目として A：両群におけるブラッシング時間，B：予備洗浄後の内視鏡管路内の ATP
値（図２参照），C：自動洗浄器にて洗浄・消毒後の内視鏡管路内の ATP 値の 3 項目で検討した。また，
洗浄作業時のブラッシングであるが，新型群はメーカー推奨の 1 回，従来群は 3 回としている。 尚，
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統計学的検討には t 検定を用いた。尚、ATP 測定にはキッコーマン社製 ルミテスターPD-20、自動洗
浄機はオリンパス社製 OER-2 , OER-3 を使用した。
【結果】
1.抽出検査数：新型ブラシ使用群は 42 件で検査内訳は，処置無 63％，EMR19%, 生検 18％，従来ブラシ
使用群は 36 件が対象となり、検査内訳は、処置無 57％，EMR21%, 生検 21％となり両者間で大きな偏
りはなかった（P=0.62）（図３参照）。
2.両群におけるブラッシング時間：新型群 75.0±34 秒，従来群 106±49 秒となり，新型群を用いたブラ
ッシング時間の方が早い傾向であった（P<0.01）。
3.予備洗浄後の内視鏡管路内の ATP 値：新型群 53.3±44UI，従来群 53.5±41UI，となり両者間で有意差
は認められなかった（P＝0.55）。
4.消毒後の内視鏡管路内の ATP 値：新型群 13.7±6.3UI，従来群 14.0±9UI，となり，両者間で有意差は
認められなかった（P＝0.86）
。
【考察】
新型ブラシのメリットであるが、密着型形状の特徴によりブラッシング作業回数が 1 回で済む事によ
り、ブラッシング中の作業中断によるブラッシング回数不足や作業効率の改善が可能となった。一方、
デメリットとしてブラッシングの引き操作は慣れるまで抵抗感があり、機種によってはワイパー形状部
の捲れ、或はブラシ引抜き操作時に飛び散りやすい面もあった。また、残渣等の大きな詰まりを除去す
る時の押し操作には弱く、場合によっては従来ブラシの併用も必要であった。今後は、エラストマー樹
脂の密着効果による内視鏡管路への長期影響も検討する必要があると考えられる。
【結語】
新型ブラシを用いた洗浄作業の清浄度は従来群と同様の洗浄効果があることが示唆されたが，
ブラッシング時間においては担当者によってばらつきが生じているため，作業効率向上のために新型ブ
ラシを導入する場合は取り扱いに習熟する期間が必要と考えられる。
【参考文献】
1)坂田友美ほか：内視鏡感染管理における内視鏡清浄度調査の重要性について.日本臨床微生物学会(0917-5059)22 巻 1
号 (2012.03)Page35-41

【連絡先】〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2-7
大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター
TEL 072-683-1221
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ディスポーザブル洗浄ブラシ導入に向けた有用性比較
兵庫医科大学病院 内視鏡センター
○円増

和美・山本 佳代・中野

智彦

水上

千尋・永濱 元続・樋田

信幸

【研究目的】
当院では、内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン（2008）を遵守し、内視鏡の洗浄消毒
を行ってきた。このガイドラインには、洗浄ブラシに関する基準は、毛が十分にあり、破損や曲がりの
ないものを使用するとされており、当院ではリユーザブルブラシを使用し、１日約 10 例を連続して洗浄
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し て き た 。 し か し 、 WGO-OMGE/OMED

Practice Guideline Endoscope Disinfection(2005) や 、 ASGE

Multisociety guideline on reprocessing flexible gastrointestinal endoscopes(2011)では、洗浄ブ
ラシはディスポーザブルが推奨されている。当院においても、これらのガイドラインが推奨するディス
ポーザブル洗浄ブラシの導入を考えるに当たり、どのようなブラシを選択していくか、有用性を比較検
討した。

【研究方法】
測定期間 2012 年 8 月 6 日から 2012 年 8 月 24 日。未使用から 4 回使用までの O 社製リユーザブルブラ
シ（以下 A）、O 社製ディスポーザブル両端ブラシ（以下 B）、R 社製スポンジ式ディスポーザブルブラシ
（以下 C）
、Ａ社製ラバー製ディスポーザブルブラシ（以下 D）を使用。200 例を無作為に A から D の 4
群、各 50 例（上部内視鏡検査 25 例、下部内視鏡検査 25 例）に割り振った。１例につき 2 回のブラッシ
ングを行い、１回ブラッシングにかかる時間を測定。また、管路内 ATP 値をキッコーマン社製ルミテス
ターにて測定、比較した。ブラッシング前の管路内 ATP 値は、検査終了後酵素洗浄剤を 200ml 吸引し引
き続き水道水 100ml を吸引。気管吸引用キットをセット後、生食 20ml を吸引回収し測定。ブラッシング
後の管路内 ATP 値は、吸引口金よりシリンジで注入した生食を管路内で５往復後、吸引口より回収し測
定した。
【結果】
ブラッシングにかかる時間は、平均 A34.89 秒、B52.01 秒、C43.82 秒、D44.71 秒であり、A は B、C、
D に比し有意に早く、C,D は B に比し有意に早かった（図１）（P＜0.01）
。ブラッシング前の ATP 値は、
平均 A519.12RLU、B637.16RLU、C179.66RLU、D253.98RLU であり各群に有意差はなかった（図２）
。1 回
ブラッシング後の ATP 値は、平均 A26.04RLU、B16.69RLU、C9.32RLU、D9.3RLU であり、C、D は A に比し
有意に低値であった（図３）
（P＜0.05）。
2 回ブラッシング後の ATP 値は、平均 A7.46RLU、B7.88RLU、C5.22RLU、
D4.96RLU であり各群に有意差はなかった（図４）。
【考察】
B、C、D は吸引ボタン取付け座から挿入したブラシを吸引口や吸引口金より引き抜く洗浄法である為、
A よりも時間を要した。また、B ではブラシが両端に付いているため、引き抜いたブラシをもみ洗いする
9

時間が長くなっていると考える。1 回ブラッシング後の ATP 値測定で C,D が有意に低かったのは、管路
に密着するようなブラシの形状であるため、洗浄効果が高かったと考える。しかし 2 回ブラッシングを
するならどのブラシでも同等の洗浄効果を得られる。
【結論】
C,D は 1 回のブラッシングでも洗浄効果に優れており、ブラッシング時間の短縮も図ることができる
ことが示唆された。
参考文献
1）内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン（2008）
2）WGO-OMGE/OMED Practice Guideline Endoscope Disinfection(2005)
3）ASGE Multisociety guideline on reprocessing flexible gastrointestinal
endoscopes(2011)

連絡先：〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町 1-1
TEL 0798-45-6111（内線 6337）
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電子スコープの品質保証の検証
～『内視鏡定期培養検査プロトコール』を参考に～
社会保険栗林病院 内視鏡室
看護師（内視鏡技師）○平田 順子
看護師

大嶋

禎子

はじめに
2004 年『内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン第 2 版』に、内視鏡の質の保証として培養検査が
推奨されているが、実施方法や手順が不明確で、施設判断にゆだねられていた。
2011 年 10 月において内視鏡安全管理委員会から『内視鏡定期培養検査プロトコール』
（以下、プロト
コール）の報告があった。そこで、このプロトコールを参考に、洗浄消毒直後の電子スコープ（以下、
スコープ）４本と予備洗浄直後のスコープ１本を、一般細菌と抗酸菌の培養検査及び鏡検を実施したの
で報告する。
目的
(1)一般細菌と抗酸菌の培養検査及び鏡検によるスコープの品質の検証
(2)内視鏡自動洗浄装置（以下洗浄機）による洗浄・消毒の検証
(3)予備洗浄の検証
研究方法
(1)期間：2012 年 5 月 15 日から 8 月 22 日
(2)方法：2011 年 10 月報告の『内視鏡定期培養検査プロトコール』を参考
(3)対象
上部・経鼻・下部・十二指腸用の電子スコープより各 1 本
予備洗浄後無作為に 1 本選択
(4)採取方法と部位
1）スタンプ法：①先端部②挿入部③操作部
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2）剥離液：④吸引管路⑤送気管路⑥送水管路⑦副送水管路(下部のみ)⑧鉗子口
3）滅菌済み回収袋内生食浸漬後の剥離液：⑨吸引ボタン⑩送気送水ボタン⑪鉗子栓
(5)サンプルの採取方法と検査の培地・染色の種類
1）剥離液：遠心分離(3000 回転 20 分間)し、得られた沈渣内容物を採取
2）スタンプ法：ミューラーヒントン培地
3）培養検査：一般細菌（血液寒天培地）、抗酸菌（2％小川培地）
4）一般細菌鏡検：グラム染色
5）抗酸菌塗抹鏡検：チールネルゼン染色
(6)培養検査の合格基準
一般細菌：≦20CFU（コロニー形成単位）、 抗酸菌：０CFU
結果
下部用の一般細菌鏡検は送気送水管路からグラム陰性桿菌が偽陽性。上部用の一般細菌培養は、操作
部からコアグラーゼ陰性ブドウ球菌が 1 コロニー、一般細菌鏡検は送水管路からグラム陰性桿菌が偽陽
性。十二指腸用の一般細菌鏡検は送気送水管路と鉗子栓からグラム陰性桿菌が偽陽性。予備洗浄直後の
一般細菌培養は、先端部からコアグラーゼ陰性ブドウ球菌が１コロニー、送水管路からグラム陰性桿菌
が１コロニー。一般細菌鏡検も、送気管路からグラム陰性桿菌、送水管路からグラム陰性桿菌とグラム
陽性球菌が陽性、鉗子口と吸引ボタンからグラム陰性桿菌が偽陽性。経鼻用は抗酸菌培養と抗酸菌塗抹
鏡検を実施した部位の全てが陰性だった（表１:省略）。
考察
プロトコールを参考に必要物品など限界があったが、可能な範囲で実施。実施日時、消毒液の使用日
数、回数、濃度や洗浄機はそれぞれ異なっていたが、全て消毒有効濃度内、洗浄者は同一人物で実施。
プロトコールの指定部位以外に、吸引管路や挿入部、操作部を追加した。
結果より、一般細菌の培養は、操作部に微少な検出はあったが合格基準内であり、また抗酸菌培養は
全て検出されなかった。このことより、当院では洗浄・消毒が適正に実施されていて、スコープの品質
が保証されていると考える。そして、予備洗浄後では一般細菌の検出があったが、洗浄消毒前であるた
め適正な予備洗浄と考える。しかし、一般細菌の鏡検ではコアグラーゼ陰性ブドウ球菌やグラム陰性桿
菌などが微少に検出されたが、全て感染源になる可能性は低くまた非病原菌であった。また主に検出さ
れたのは送気送水管路で、構造上ブラッシング不可能なことや、汚れが残留蓄積しやすく、また先端の
ノズル部分が洗浄不十分なためと思われる。
結

語
今回、一般細菌と抗酸菌の培養検査は合格基準内ではあったが、一般細菌鏡検は全て陰性でなかった。

このことよりスコープの品質が保証されていると楽観視できないことが分かった。
参考文献
1）田村君英ほか：内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン第 2 版．技師会報 No.32 別冊．2004
2）田村君英ほか：内視鏡定期培養検査プロトコール．技師会報 No.48 別刷．2012

連絡先：〒761-0073 高松市栗林町 3-5-9
社会保険栗林病院 内視鏡室
TEL：087-862-3171
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生長会

内視鏡の細菌培養検査を実施して

府中病院
臨床工学室

○中嶋那津子、櫻井

阪南市民病院

永島

信浩

内視鏡センター看護師

福島

久美

感染管理室

高橋 陽一

臨床検査室

畑中 重克

剛、斉藤

潤、石崎

綾乃

研究目的
当院では軟性内視鏡(以下スコープ)の洗浄・消毒は、日本消化器内視鏡技師会「内視鏡の洗浄・消毒
に関するガイドライン第 2 版」に基づきマニュアルを作成し、オリンパス社製内視鏡洗浄消毒装置 OER-2
にて過酢酸による高水準消毒を行っている。ガイドラインでは品質保証としてスコープの細菌培養検査
が推奨され、2011 年に内視鏡安全管理委員会より内視鏡定期培養プロトコール (以下プロトコール)が
示された。今回、プロトコールに基づき細菌培養評価および ATP 検査を実施したので報告する。
方法
検体採取は、清潔操作者 2 名と検体受け取りや記録を担当する外回り 1 名の計 3 名で行ない、清潔操
作者は滅菌ガウン、滅菌手袋、マスク、キャップを着用した。採取場所はスコープの洗浄・消毒後にす
ぐ検体採取ができるよう洗浄室で行い、取りだしたスコープは滅菌シーツで覆った作業台の上に置くよ
うにした。洗浄室内は閉めきり、空調は OFF にした。（採取時室温 28 度、湿度 50％）対象スコープは、
当院所有のスコープから無作為に選んだ GIF-H260×2 本(以下スコープ A ,B とする)、GIF-XP260N×1 本
(以下スコープ C)とした。使用物品は表 1 参照とする。
採取する検査サイトは 1.外表面、2.吸引管路、3.送気管路、4.送水管路、5.付属品とした。1 は先端部、
湾曲部、操作部の 3 カ所に分けスワブ法にて採取し、2～4 は管路内に剥離液（滅菌生理食塩水）を流し
て採取、5 は剥離液の入った回収容器に入れ 15～20 秒攪拌・浸漬し採取した。検体は 1 検査サイトに対
し 4 分割した血液寒天培地を使用し、35 度、48 時間培養後、判定を行なった。2 については、抗酸菌培
養検査（外注検査）も実施した。培養検査の評価対象菌は、プロトコール記載の一般細菌と抗酸菌とし
た。
ATP 測定は 1 の外表面 3 ヶ所と鉗子口で測定し、ATP 基準値はキッコーマン推奨の消化器内視鏡の管理
基準 100RLU 以下とした。
結果
スコープ A は 1～４検査サイトで一般細菌 0CFU、抗酸菌 0CFU、5 の付属品のみカンジダが 1CFU/ml 確
認された。ATP 測定値は湾曲部 154RLU、それ以外は 100RLU 以下だった。スコープ B は全ての検査サイト
一般細菌 0CFU、抗酸菌 0CFU であった。ATP 測定値は湾曲部 114RLU、それ以外は 100RLU 以下だった。ス
コープ C は全ての検査サイト一般細菌 0CFU、抗酸菌 0CFU であった。ATP 測定値は 3 箇所とも 100RLU 以
下だった。培養検査結果表 2、ATP 測定結果表 3 参照。作業時間は 1 本につき 20 分を要し、コストは 1
本あたり 5,391 円（定価）であった。
考察
当院の洗浄・消毒方法は、プロトコールの合格基準(20CFU/検査サイト以下)をクリアできていること
が分かった。ATP 測定結果では、湾曲部において 100RLU 以上であったが、細菌培養検査の結果で評価対
象菌の検出はなかったため、スコープの安全性は保証できると考えられる。今回使用した物品より、安
価な物品を選択し、また、一度に検査するスコープ本数を増やすことで、コストは下げられると考えら
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れる。
表１ 使用部品

表２

培養検査結果

表３

ATP 測定結果

結論
当院の洗浄・消毒方法は、プロトコールの合格基準をクリアできており、スコープの品質保証を示す
ことができた。月 3 本ずつの培養検査を行なえば、1 年で全所有スコープ 31 本の評価が可能である。
連絡先：〒594-0076 大阪府和泉市肥子町 1-10-17
TEL：0725-43-1234
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内視鏡における細菌検査手順の検討
山形県立新庄病院 放射線内視鏡室
○柿崎

靖子・剣持 美香・神部

春美

【はじめに】
当院では内視鏡洗浄消毒ガイドラインにもとづき細菌検査を行っている。山形、東北研究会でも述べ
たが当院で実施した方法が有効か全国的な細菌検査方法の統一を求めた。内視鏡安全管理委員会より、
「内視鏡の定期培養検査プロトコール」が発表され再度検討を加え実施したことを報告する。
【方法】
当院の細菌検査方法（A 方式）、内視鏡安全管理委員会手順（B 方式）ATP モニタリングシステム（C
方式）で行った。A、C 方式では全ての内視鏡を対象に同一検体を使用。B,C 方式は無作為に選出した内
視鏡で行った。
【結果】
A 方式は全ての内視鏡、保管庫、ボタンに細菌の検出がなく、C 方式は 9～200RLU だった。B 方式の下
部内視鏡送気管路より ATP860RLU で、目安剥離量の 50ml 中、１真菌が検出。その後、洗浄消毒した同じ
内視鏡の送気管路を C 方式で測定、13RLU だった。半月後洗浄消毒した同じ送気管路を B 方式で検査、
結果菌はなかった。B 方式で上部、気管支鏡は菌の検出はなかった。
三つの検査方法を比較。A 方式は、コスト、必要スタッフ数、簡便性に優れるが、送気送水、特殊管
路が不足していた。 B 方式はコスト、判定時間、必要スタッフ数も要し、すべての内視鏡の実施は困難
である。 C 方式は判定時間、コスト、簡便性に優れるが、菌の特定ができなかった。【考察】
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A 方式は不足項目を新たに基準に追加。B 方式は、必要物品に滅菌した送気、送水ボタンも必要であ
り、滅菌した管路洗浄チューブ、特殊管路洗浄チューブが検体分用意する必要がある。コストと準備に
時間がかかる。 B 方式で検体採取する際、ボタンから剥離液がこぼれるアクシデントもあり、手技の不
安定、不手際は結果に影響すると考える。当院の細菌検査の方法が有効であるか評価してほしいが、発
表されたプロトコールは「各施設で検討」の部分が多く、指標としては疑問が残った。
今回の研究にあたり、検査部門とのディスカッションの場を持つ事ができ、勉強する事が出来た。他
部門のバックアップがなしでは出来ない研究であり、通常業務の他に多くの検体の細菌検査を行ってく
れたことは当院の職員の安全に対する意識が高いと評価する。
C 方式は、清潔の基準値が施設での判断にゆだねられる面が大きく、どこまでの値を清潔とするか判
断に悩み当院では安全管理上適さないと考えた。
【まとめ 】三つの方法を検討し、当院の基準に加え基準を充実させることができた。 プロトコールが
発表された事により、研究発表会などで検討する場も多くなった。その機会を大事にしてこれからも検
討を続けていきたい。
参考文献
1) 日本消化器内視鏡技師会会報,No48
2)
連絡先：〒996-0025 山形県新庄市若葉町 12-55
TEL 0233-22-5525
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洗浄履歴管理システムを使用した洗浄履歴管理～手書きから電子化へ～
八尾徳洲会総合病院
○中西 孝次・藤村
高瀬

篤志・船谷

隆史・杉山

真一

博章・倉田 敬済

【目的】
当院では、2008 年より、手書きによる洗浄履歴管理を行っていたが、使用したスコープの記載漏れや
洗浄器消毒使用回数の間違いが頻繁に起こり、洗浄履歴の信頼度の低さが改善課題となっていた。又、
洗浄履歴を記載する項目も、使用スコープ、使用洗浄器、消毒回数のみと不足していた。この原因とし
て内視鏡室スタッフの人員不足、業務の繁忙さが考えられた。これらの現状を打破する為に、DGS コン
ピューターの協力を得て、洗浄履歴管理システム〈洗管録〉を共同作成し、洗浄履歴管理の電子化を行
った。
【方法】
システムの概要は、RFID 読み取りシステムを選択した。
【結果】
このシステムを導入１ヶ月後、システム導入以前と比較したアンケート調査を行った。回答として、
手書きをする手間が無くなり、非常に洗浄履歴管理が楽になったという回答が最も多く、アンケート回
答者全員から得られた。その他、洗浄履歴管理の信頼度が大きく向上したと感じる。手書きの時に比べ、
洗浄履歴管理に対する意識が変わった。〈手書きの時に比べ履歴管理の重要さを認識した。〉等が回答
として得られた。その一方で、問題なく動作している時は良いが、読み取り忘れや正常に動作しなかっ
た時は、自分一人だとどうしたら良いか分からないという回答も得られた。
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【総括】
アンケート結果から手書きによる洗浄履歴管理が、スタッフの中で非常にストレスであったという事
が考察される。このシステムを導入する事により、システム導入以前に比べて洗浄履歴管理に対するス
トレスを大きく減少させる事が出来たと思われる。その一方で課題として、正常動作が行われなかった
時の対応マニュアルの充実が必要とも思われる。又、システム導入後、洗浄履歴管理に対する意識の向
上が見られた。システムを電子化する事は、患者に対しての安全の質の向上だけでは無く、スタッフの
モチベーションの向上にも有効であると強く感じる事が出来た。
〈予報集再掲〉
連絡先：〒581-0011 大阪府八尾市若草町 1-17
TEL:072-993-8501
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検査画像システムでの洗浄履歴管理～自動履歴に移行して～
三豊総合病院

内視鏡センター

篠原美代子
はじめに
内視鏡の洗浄に関してはマルチソサイエティガイドラインが推奨され、履歴管理では根拠に基づいた
洗浄を基本に、「行うことが望ましい」とされている。
当院では 10 年前から紙ベースでの洗浄記録（一覧表と略す）を開始し、2006 年からは内視鏡画像シ
ステムがオリンパス社 SoremioⓇに変更され、それを機会に一覧表の内容を、エクセルを用いた管理に変
更した。2012 年には富士フィルム社 NeXUSⓇにシステムが変更となり、洗浄履歴と検査情報が自動的に
統合されるようになった。今回 NeXUSⓇの洗浄履歴管理（NXSCOPE と略す）の使用状況と問題点を検討す
ることで、今後の NXSCOPE への充実と改善に繋がり、履歴管理の必要性を考え直す機会になればと考え
る。
（当院の概要）
2012 年の検査数は 10019 件で、洗浄機はオリンパス社製 OER-３Ⓡが 5 台、洗浄専任者は 2 名で対応し
ている。
（今までの履歴管理）Soremio からは、患者とスコープと洗浄機をエクセルに取り込み、一覧表の情報
（表 1）を追加入力していた。医師にスコープ、洗浄機を口頭で入力依頼をしていたため入力ミスが多
いことと洗浄時間が把握できなことが問題であった。入力と確認作業に、１時間以上を要していた。
目的
NeXUS 洗浄履歴管理の使用状況と問題点を検討する。
方法
1）NeXUS 洗浄履歴の導入まで
①富士フィルム社から説明会を開催。②スコープ・洗浄者のバーコード登録。③洗浄機にバーコー
ドリーダーとタッチパネルの設置（図 A 参照）
。④導入 1 週間は業者立ち合い。⑤レポート入力端末の
NXSCOPE 検査・洗浄一覧から履歴確認を行う項目の検討と手順書作成。
2）NeXUS 洗浄履歴の実際
①検査時登録（図 1 と 2）
。②洗浄時登録（図 3 と 4）
。③洗浄機とタッチパネルの両方の洗浄開始ボ
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タンを押す。洗浄工程がタッチパネルに反映（図 5）。④NXSCOPE にタッチパネルの情報が反映（図 6）。
⑤スタッフが毎日 NXSCOPE と一覧表を照合。⑥トラブル発生時は業者との連絡ノートを活用。

図１

図２

図A

①検査時患者 ID 入力とスコープバーコード読み取り

洗浄機と付属品
バーコードリーダ
ー
タッチパネル

図３

図４

結果・考察
NXSCOPE を開けば患者名・スコープ・洗浄者・洗浄機・濃度結果などが自動的に表示される。今まで
の履歴管理と比べ、入力が不要で一覧表と NXSCOPE の照合作業は、30 分程度に短縮され、スタッフの負
担が軽減した。洗浄時間の表示は、検査順・洗浄順の把握に繋がり履歴の検索が容易になった。機器管
理画面では、スコープの修理状況が入力でき、バーコード読み込作業は洗浄スタッフにも扱いやすい。
機能チェック・漏水検知・洗浄開始時間・消耗品交換等の履歴内容が充実したことで、洗浄消毒の証明
が容易にでき、質の保証につながると考える。
一方、操作上では、検査開始前・検査途中にスコープを変更する場合、その手順を間違いやすい。
「終
了ボタン」を押し忘れたことにより「検査時のスコープと洗浄機が統合できない」
。洗浄機とタッチパネ
ルが連動していないため、スタートボタンを押し忘れるというケースがあった。システム上では、
NXSCOPE
には洗浄回数が反映されないため、消毒液の濃度結果が何回目なのか別の記録を確認する必要が生じる、
等の問題がある。今回洗浄履歴が自動化され、バーコード管理により検査登録・洗浄登録は簡素化され
入力ミスによる間違いは減少したが、システム上の問題と操作ミスに対応するために一覧表の記載は従
来のまま行なっているのが現状である。
今後は一覧表の簡略化に向けて業務改善を行えるような組織作りとより確実な履歴管理に取り組んで
いきたい。
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②一次洗浄後 バーコードリーダーにて洗浄者とスコープを読み込む

検索条件

カレンダー

図５

図６
②の作業を行うとタッチパネルに反映され、スコープ・

NXSCOPE を開くと検査・洗浄一覧が表示され、患

洗浄者・洗浄回数等が表示、漏水検知・洗浄ブラシ・

者・スコープ・検査時間・洗浄開始時間洗浄者・終

防水キャップ OK を選択。 消毒液交換は何回目で交

了者・濃度結果・漏水・洗浄ブラシ防水キャップ OK

換するか登録すると、その回数になると色の変化で表

などが反映され、この内容と一覧表を照合する

示

結語
・NeXUS 洗浄履歴管システムは、自動化されたことにより、照合作業時間は短縮されスタッフの負担が
軽減した。
・履歴内容が充実したことにより、洗浄・消毒の証明が容易になる。
連絡先：〒769-1612 香川県観音寺市豊浜町姫浜 708
TEL0875-52-3366
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