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Chapter 1 常識？ 非常識？   これだけは知っておきたい感染管理Q A＆

歯科医療現場における感染管理について「基礎知識」「洗浄・消毒」「滅菌」の3つの観点から47の
Q&Aでやさしく解説。「そんなの常識」と思っていたことでも、実はその誤りに気づくかもしれません。
あなたの医院の感染管理の確認や見直しに最適！

計47のQuestion（一部抜粋）

Ｑ．そもそも「感染」ってどういうこと？

Ｑ．器材はすべて滅菌しなければならないの？

Ｑ．洗浄しなくても薬液消毒をしていればよいの？

Ｑ．消毒、殺菌、除菌は同じ意味？

Ｑ．「手洗浄」と「機械洗浄」で効果はどれだけ違うの？

Ｑ．ハンドピースは洗浄せずアルコール清拭をすればよいの？

Ｑ．滅菌物の有効期限はどのように決めればよいの？

Chapter 2 安全！ 安心！  院内感染対策 ここが知りたいポイント集

すべての歯科医院必須の「一般診療」における器材処理のポイントと、近年採り入れる医院が増えている
「インプラント治療」、今後需要の高まりが予測される訪問診療や矯正治療における感染管理のポイントを
紹介。多数の写真によるビジュアルなわかりやすい解説で“あなたの医院の感染対策に即活用”できます！

器材処理の流れを
チャートで紹介

器材処理の手順
このままマニュアル
として使える

うちの感染対策は
本当に大丈夫だろうか？ …そんな不安や疑問にズバリ答える！
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　機械洗浄器は、予備洗浄、本洗浄、すすぎ、熱水消毒、乾燥工程を自動的に行ってくれる便利な洗浄器です。
洗浄の基本的な原理は、上下2本の回転アームから
洗浄液を勢いよく吐出させて、器材に付着した汚染
物を分解、除去するものです。比較的安価な小型卓
上型の機械洗浄器を図39に示します。　本装置で効果的に洗浄するためには、洗剤の選定
と器材の積載の仕方が重要です。洗剤は中性または
弱アルカリ性酵素洗剤、アルカリ性洗剤のいずれを
使用してもよいのですが、無発泡性（泡を生じない）
洗剤を使用しなければなりません。本装置は、洗剤

液をポンプで加圧して回転アームの先端から吐出さ
せますが、泡が発生した場合にはポンプが空運転と
なり、損傷する場合があります。　分解可能な器材は分解して積載し、分解できない
剪刀などでは90°の角度に器材を開いて積載します。
針状の器材（処置具）は、シャワーリングによって飛
散することから、固定可能な専用のホルダーまたは
網カゴに入れて積載します。内腔を有する器材類を
横置きで積載しても、内部まで洗浄水が到達しない
ことから洗浄不十分となります。内腔を有する器材
を洗浄器にて洗浄する場合の必須条件は、内部に洗
浄水の導入が可能な専用ラックを使用することです。

図39　小型卓上型機械洗浄器
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　上下 ２ 本の回転アームから洗浄液を勢いよく吐出させて、器材に付着

した汚染物を分解、除去する。予備洗浄、本洗浄、すすぎ、熱水消毒、

乾燥工程を自動的に行うため、大変便利。
　b図の洗浄器内には縦置きにしたステンレス製バットが確認できる。

バットなどの広い面積を有する器材は、シャワー水が均等に降りかかる

ように縦置きにしなければならない。また、多くの器材を重ねて積載し

た場合には、間に設置した器材に洗浄水が届かず、洗浄不良となる場合

がある（この場合、当然すすぎも不十分となる）。

タカラベルモント製
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　インプラント埋入時や歯周外科な

ど、日常の臨床でも外科処置を行う

歯科医院が増えた今日、感染管理の

基本である「患者さん」と「作業者」の「安全
確保」のた

めに、滅菌ガウンやドレーピング（図28）
などの術

前準備は欠かせません。しかし、「何を」「ど
のように」

準備するかはそれぞれの施設で検討される
ため、適

切か否かの判断ができにくい状況にありま
す。歯科

医師のなかには「そんなに大げさにしたら
患者さん

が怖がるだろう」と考える方もいるようで
すが、本

当にそうでしょうか？　適切な環境設定は
、患者さ

んや作業者の安全確保は当然ですが、患者
さん・術

者・アシスタントの三者にとって、別のメ
リットも

あると思います。患者さんには、コンサル
テーショ

ンの際に日常とは異なる設定の写真を見
せながら

「次回は○○さんのために、これほど厳
密な状況設

定をして適切な処置をします」と説明がな
されれば、

逆に安心・納得できるという心理的な効果
もありま

す。自分自身が外科処置を受ける患者さん
の立場に

なってユニットに座ってみると、その必要
性を理解

できます。つぎに術者側ですが、適切な滅
菌ガウン

や滅菌グローブ装着のプロセスを踏むこと
で「『さぁ、

やるぞ！』と気合いが入る」という話を聞き
ますし、

アシスタントにとっても同様です。毎日続
く日常業

務のなかに変化があればモチベーションも
高く維持

できます。

　ただし、科学的に考えるという感染管理
の観点か

らは、使用するガウンやドレーピング用
覆布（オイ

フ）の材質や種類について検討しなければ
なりませ

ん。滅菌ガウンや覆布は不織布という素材
からつく

られており、撥水性などの条件が求めら
れます（表

８）。処置中には生理食塩水での洗浄・注
水や血液

飛散が予想され、その表面への付着があり
ます。も

しも撥水性の低いものを使用すれば内部へ
の浸透が

起こり、着用する意味がなくなります（図
29）。ま

た、布製品のように擦れることで毛羽立ち
が生じる

と、それが異物として術野に持ち込まれる
危険性も

あり注意が必要です。

撥水性
付着した血液などの液体を内部へ

浸透させない

バクテリア
防御

細菌はもちろん微小なウイルスも

透過させない

低リント
毛羽立ちを抑え、繊維くずを発生

させない

吸収性
血液や体液、他の液体を吸収して

拡散させない

滅菌状態の
保持

清潔域と不潔域を明確に分断する

表 8　滅菌ガウンや覆布に求められる
条件

図28　ドレーピングセットとその使
用例

　術者・介助者用ガウンおよび患者さんド
レープ用覆布が一式と

なって用意できるセットもある。

図29　不織布の浸透性テスト

　液体の内部浸透を、滴下した液体に圧力
を加えることでテス

トできる。
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なぜ滅菌ガウンやドレーピングが
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一般診療における
器材処理のポイント

　器材処理は、手洗浄の場合とウォッシャーディス

インフェクター（Washer-disinfectors、以下WDと

表記。医療用洗浄消毒器）による機械洗浄の場合で、

それぞれつぎのように異なります（図 １）。手洗浄の

場合は、診療終了後必ず洗浄を行い、その後スポル

ディングの分類（41頁参照）に従って消毒または滅

菌を行う二通りの処理パターンに分かれます。WD

の場合は、洗浄→消毒→滅菌→保管の流れで行いま

す。図 ２では、筆者が自院で行っているWDでの

器材処理の手順を紹介します。①使い終わったト

レーが処理室へ運ばれてきたらゴミを分別処理し

（感染ゴミと普通ゴミ）、②バーなどの細かい器材は

超音波洗浄器で洗浄します。その際、自院ではガラ

ス製ビーカーを使用しています。家庭用の金属性茶

こしなどを使用すると直接超音波洗浄槽内が汚染さ

れ清潔が保てず、器材の洗浄効果にも支障をきたす

おそれがあるため推奨できません。③超音波洗浄が

終わるとWDを使用して消毒・乾燥工程に進みま

す。④その後個別にパッキングし、⑤プレポストバ

キューム方式の高圧蒸気滅菌器を使用して滅菌を行

い⑥、⑦湿度の影響を受けにくく、ほこりに触れず、

直射日光の当たらない床から30cm以上離れた蓋付

きの清潔な場所で保管します。また、滅菌バッグを

使用した滅菌物は有効期限を明記し、1〜3か月で

使うようにします。

●はじめに　－器材処理の流れと手順－

1 器材処理の流れを確認しよう

１
感染管理の実
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一般診療における器材処理の流れ（図1）

 手洗浄の場合　  WD の場合
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使い終わったトレーが処理室へ運ばれてくる。 　バーなどの細かい器材はガラス製ビーカーに入れ超音波
洗浄を行う。

滅菌後のトレー。 　滅菌物を湿度の影響を受けにくく、ほこりに触れず、直
射日光の当たらない清潔な場所で保管する。

1 2

超音波洗浄後、WDにて洗浄および熱水消毒を行う。

3

6 7

器材処理の手順（図2）

プレポストバキューム方式の高圧蒸気滅菌器で滅菌する。

個別にパッキングする。

4
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