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は じめに
中央材料部におい て､注射器 をはじめ小器械額の静

ま､ 滅菌 と並 び重 要 な業務である｡ しか し実際

には判 っていて も､ これ以上は仕様がない とい う ぎりぎりの ところで済ま されてい る現状で もあった｡
又滅菌消 毒については､あ らゆ る図書が出版 されてい るが､ きめ こまかな洗浄について書かれ た医療
分野の ものは見 当 らない｡
本年 】月 18日. 中央放射線部において脳 動脈撮影が施行 きれ､活 栓付接続管に ロック先注射器を

.1m方位の異物が 2､ 3個遊離 して来
接続用意 の滅菌蒸留水で洗浄 した ところ､血液凝塊 と思われ る 0
た由連絡 を受 け るo直 ちに看護婦 2名が現場‑急行､他の接続管 と交換 し検査が無事行なわれた｡
幸い検査前であ り､事故につなが らず､ほ っとしたわけであ るが｡ た とえ滅菌済の物品で あって も
異物 によ り医療上大 きな障害にな る事 を思い､細心 の注意が必要であ る事 を痛 感 した｡ これ を機会に
活栓及び穿刺針の洗浄 を再検討したので報 告す る｡

Ⅰ 現状 の分析 と安全対策
昨年 1年間の各種 トレイ貸 出数は､ L
93.
963個 うち活栓付又 は､穿刺針付 トレイは 6,
887個

1日平均 19個｡又､活栓及 び穿刺針 の単品貸出数 は 1
,
767個で､ 1日平均 5個｡全体の約 20
% にあ たる｡
これ ら脳動脈撮影､血管造影､選択的動脈撮影､腰椎 穿刺､骨髄穿刺等の検査数の増加 に共い､
活栓及 び穿刺針の洗浄 に要す る時間 も長 く､精神的負担 も大 きい.

1 従来の洗浄方法
(
1
) 使用済 の物品は､病棟よ り水洗後返品 され る(感染のお それある もの に対 しては､ 消毒後返

品す る きま りとなってい る )しか し現状 は､は じめ よ り血液の 附着 している もの｡外 観 は きれ
いに水洗 されていて も､手 に取 る と血液が滴下す る もの もあ り､注意 したこともしば しばある｡
(
2
) 肉眼的に見て汚染のない活栓､穿刺針 は内妻外套 に分 け､分解 出来 る ものは分解 してか ら

0. 02% ヒビテンア}
L
,
コ ールに 30分以 上浸漬､ その後 5 ml注射器 を用 いて水圧 をかけ数
回洗浄す る｡浸漬 によ り血液等 溶解 した物 品は､ マン ドリン､ ナイロ ン歯 ブラシを用 い､念入
りに機械的洗浄 をす る｡
(
3
) その他小器械類は､医療用洗剤 ク リンカ 50の 100倍水 溶液 に 5‑ 10分浸漬後洗浄す る

(以前は､一般家庭用粉石鹸につづいて ライボ ンを使用 していた )
(
4) 洗浄後､清拭 ､セ ッ ト､滅菌の噸序 で､ その 日の うちに再貸 出 を行 う事 もあった｡

‑1
0
3‑

2 問題点 と対策
(
1
) 物品 を取 り扱 う看護婦､看護助手は洗浄の 目的 を正 しく理解 し,汚 染物 が何 であるか をよ く
知 り対処 していたか｡
(
2
) 0
.02% ヒピテンアル コール と浸 漬時間について､水洗 済を前提 としていたので､活栓､穿

刺針等 の らせん部位‑の血液の附着､乾燥については どうかO
(
3) 洗剤使用 について
(
4) 構造 上問題のあ る活栓穿 刺針の洗浄方法 は

(
5
) 洗浄後の効果の確認は､洗浄係の判断 で行なわれていた｡
1)
について>
<問題(

一応 の理解はあったが､完全な洗浄の ための努力が充分 でなかった｡
2)
について>
<問 題(

.
02% ヒビテ
水洗済 であることへの安心感か ら､汚染の 有無 の確認 を充分 にせず､用意の 0

.
02% ヒビテンアル コールは､消毒の 目的で準備 して いた も
ン アル コールに浸漬 してい た｡0
の で､血液､胸水等の附着があ る場 合､蛋白凝固作用 を起 し適 当でない｡
3
)
について>
<問題(

頑固な血液附着 の場 合､洗剤 にJ
:る洗浄作用 (乳化､分散､湿潤､浸透 )も期待 して い く｡
4)
について>
<問題 (

マン ドリン､ ナイロン歯 ブラシ､注射器等 を用いて機械的運動によ り頑 固な汚れを除去する｡
<問題(
5)
について>
確認 のチ ェ ックは次の 3回 とす る､洗浄時､清拭時､ セッ ト時､洗浄方法は､汚染 されてい
る もの､ いない もの を問わず､すべ て使用済 の活栓及 び穿刺針は､水道水い っぱ い の ベ ー ス
ンに外 套内蚕 に分 け､分解 可能な ものは分解 して浸漬す るO汚れの再附着 をさけるため数回水
を交換 す る｡一晩浸病後翌朝 クリンカ 50の 100倍 水溶液 とし 5‑ 10分浸 済､肉眼的に汚
染の有無 を確 認 しなが ら､ 5ml注射掛 こて水圧をか け数 回洗浄 を くり返 すo血液凝固等に対
してはマン ドリン､ ナイロン歯 ブラシを用 いて機械的 に汚れ を除去す る｡続 いて消毒盤台のバ
ッ トに 白布 を敷 き､分解 した状態 で並べ 自然 乾燥､清拭 ､点検後､器械棚 に備 える｡
活栓及 び穿刺針は､ 1日使用 の 3倍以上を用意｡洗浄不充分な物品を､急 ぎ使用す ることのな い
よ うにす る｡
長期間使用 している と､ く り返 し行なわれる機械的刺激 によ り､金属の表面がま きつ､血液脂
肪等の汚 れが蓄積す ること も考 え られ るので､ 徐々に新 しい もの に きりか えてい く｡
洗浄は滅菌 と共に業務の中で欠 く事の出来 ない重要な もので ある事 を､充分認識 し個人差のな
い よ う責任を もつ｡
使用 直後の水洗が､最 も効果的である事 を再認識 して もらう｡返品時点検 は厳 しく､場合によ
って は持 ち帰 り､水洗 しなお して もらう｡
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] 考察
一時 は完全 な洗浄法が見出せず､問題点一つ一つ を全員で検討 しなが らの不安な毎 日であ った｡
血液汚染 に目を向けたためか､ この時期の返 品物品には特に頑固な血液附 着が多かったよ うに思う｡
これ らに対 しては､長時間水道水に浸漬す る事 と､ マン ドリン､ ナイロン歯 ブラシに よる機械的刺
激が､大変効果的であった｡又､消毒盤 台のバ ッ トに白布 を敷 き､分解 したままの活栓､穿刺針を
並べ､ 自然 乾燥をま って清拭す る方法は､肉眼的に明確にチェック出来 るの で､垂填 を も見逃 さず
現段階で は はば完全な方法 だと患 ってい る｡ ディスポ ーザブルの脳動脈撮影用接続管の出現が ､切
に待 たれた時期は､検 査数 も多 く,活栓 の数 も不足 が ちであったOサ ビ､損傷､機械的刺激 に対 し
て､消耗 の少 ない良質 な活栓 を充分 に用 意す る事が必要で ある｡一 つ一つ を検討､確認 して い く事
に より認識の向上 を もた らし､ 病棟へ も自信 を持 って説明､協力 を求める姿勢が生 まれて来 た｡
最 近 で は ､ 返品 する前に汚染 に気付 き｢洗い直 して来 ます ｣と､持 ち帰る姿 も見受 け られ る｡

おわ りに
中材部 は､洗浄の重要性 を再認識 し､責任 をはたすべ く体制 を整 え 日々努力 を重ねているが､使用
者脚において も､認識 をあ らたに してい ただ き患者 の安全を中心 に､此の上 と も協力 をお願い致 しま
す｡
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