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序 文 
 1976 年、ドイツにおいて「器械の再生処理に関するワーキンググ

ループ(The instrument Reprocessing Working Group: AKI)」が設立

された。AKI は、設立当初から、医学、歯学、獣医学に使用する器材

の安全性と性能を維持するために必要な専門的技術を収集・出版する

ことを目的としてきた。そのために、献身的な活動を行い続けている。 
  
 2016 年は、AKI にとっては 40 周年目となる記念すべき年である。

本小冊子は、40 周年記念行事として出版された。前版と同様に、器材

の再生処理に役立つ情報を簡明かつ、わかり易く伝えることを意図し

ている。器材の再生処理について、科学的な根拠よりも、むしろ日常

業務に役立つ実用的な方法に重点をおいている。AKI の小冊子は国際

的に高い評価を得ている。既に、19カ国語に翻訳され300,000部以上、

販売された。多くの国々において、洗浄装置および滅菌器のユーザー

や、これらの装置の使用方法を教える指導員に重宝されている。 
  
 この「歯科用器材の再生処理 –器材の性能を長期間維持するために

− 改訂第 4 版」(通称、“黄色本(Yellow Booklet)”)は、次のような理由

から出版された。歯科用器材の再生処理にかかわる品質保証について

規則が変更されたときに、どのように対処すれば良いかを明らかにす

る。さらに、器材の素材が変更されたときや、再生処理に関する新知

見が得られたときの対応方法、ならびに、作業現場において新知見に

対応しきれない場合の対処方法を提示するためである。 
  
 本小冊子は、器材の性能を維持することを主眼にしている。器材の

腐食や性能劣化は、速やかに修理すべきである。さもないと、器材は

修理不能におちいる。最悪の場合には、破損してしまう。これは、病

院経営を逼迫しうる重大事である。器材を正しく再生処理して器材を

介した感染を防ぐためには、様々な化学的および物理的処理を行わな

ければならない。それとともに、これらの処理方法が器材に与える影

響についても十分に考慮すべきである。器材を適切に再生処理するだ

けでなく性能を長期間維持するためには、器材の素材、処理に用いる

化学薬品や物理的条件、化学的および物理的な水質、不適切な再生処

理を行ったときに生じうる不具合についても十分に理解する必要があ

る。 
  
 現在、一般的に広く受け入れられている衛生学的要件は、再生処理

の工程が器材に与えうる影響を考慮したものになっている。このよう

な理由から、本小冊子では、器材の再生処理について、衛生学的な面

だけではなく関連するあらゆる分野の事項を網羅している。この方針

は、本小冊子の基本的かつ重要な骨子である。したがって、改訂作業

には、多くの専門家の協力を要した。具体的には、器材を開発・製造

する専門家、化学薬品の専門家、洗浄装置や滅菌器の専門家、衛生学

分野の専門家の協力を得ることができた。 
  
 本小冊子は、歯科臨床における衛生学的要件に基づいて、歯科用器

材の再生処理に関する最新の情報を解説している。歯科医師および歯

科診療に携わる全ての方々に広く受け入れられるとともに、日常業務

において役立つことを祈念している。 
 

 

 

Prof. Dr. Michael Pietsch 
マインツ大学メディカル・センター衛生学および環境医学副部長 

 
 

まえがき 
 器材は歯科診療を行うための主要な資産であり、金額的にも大きな

割合を占める。この指針は、器材の再生処理において日常よく遭遇す

る経験的な現象を、関連する基本的原理とともに解説している。そし

て、再使用可能な器材を正しく再生処理することにより、器材の性能

が長年にわたって維持され役立つことを意図している。また、本小冊

子で推奨する方法を実施するときには、製造業者の取扱説明書、適切

な衛生学的要件および作業安全に関する公的なガイドラインを遵守し

なければならない。 
 
 近年、器材の再生処理は、医療機器に関する法的規制（Medical 
Devices Act, Medical Devices Directive：MDD）を益々受けると同時 
に、国際標準化される傾向にある。 
 
 この他に、ドイツの「Betreiberverordnung」（オペレーター規則＊）

のような法的要件も存在する。この法的要件は、医療機器指令（MDD）

を充足するものであり、遵守されなければならない。これらの規制や

法的要件は、中央滅菌供給部門（Central Sterile supply Department：
CSSD）において行うべきバリデーションの実施方法についても詳細

に定めており、品質管理体系の中で実践されるとともに文書化されな

ければならない。この小冊子は、再生処理に適用される手順に従って

構成されている。DIN（Deutsche Industrie Normen ドイツ工業規格） 

EN(European Norm 欧州規格）ISO（International Organization for 
Standardization 国際標準化機構）17664 の内容も盛り込んでいる。

そのため、この指針の内容を、日常業務の作業工程に直接、取り入れ

ることができる。 
（＊オペレーターとは再生処理に携わる作業者を意味する。） 

 ＜訳者注＞ 
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分野の専門家の協力を得ることができた。 
  
 本小冊子は、歯科臨床における衛生学的要件に基づいて、歯科用器

材の再生処理に関する最新の情報を解説している。歯科医師および歯

科診療に携わる全ての方々に広く受け入れられるとともに、日常業務

において役立つことを祈念している。 
 

 

 

Prof. Dr. Michael Pietsch 
マインツ大学メディカル・センター衛生学および環境医学副部長 

 
 

まえがき 
 器材は歯科診療を行うための主要な資産であり、金額的にも大きな

割合を占める。この指針は、器材の再生処理において日常よく遭遇す

る経験的な現象を、関連する基本的原理とともに解説している。そし

て、再使用可能な器材を正しく再生処理することにより、器材の性能

が長年にわたって維持され役立つことを意図している。また、本小冊

子で推奨する方法を実施するときには、製造業者の取扱説明書、適切

な衛生学的要件および作業安全に関する公的なガイドラインを遵守し

なければならない。 
 
 近年、器材の再生処理は、医療機器に関する法的規制（Medical 
Devices Act, Medical Devices Directive：MDD）を益々受けると同時 
に、国際標準化される傾向にある。 
 
 この他に、ドイツの「Betreiberverordnung」（オペレーター規則＊）

のような法的要件も存在する。この法的要件は、医療機器指令（MDD）

を充足するものであり、遵守されなければならない。これらの規制や

法的要件は、中央滅菌供給部門（Central Sterile supply Department：
CSSD）において行うべきバリデーションの実施方法についても詳細

に定めており、品質管理体系の中で実践されるとともに文書化されな

ければならない。この小冊子は、再生処理に適用される手順に従って

構成されている。DIN（Deutsche Industrie Normen ドイツ工業規格） 

EN(European Norm 欧州規格）ISO（International Organization for 
Standardization 国際標準化機構）17664 の内容も盛り込んでいる。

そのため、この指針の内容を、日常業務の作業工程に直接、取り入れ

ることができる。 
（＊オペレーターとは再生処理に携わる作業者を意味する。） 

 ＜訳者注＞ 
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項 黄色本（Yellow Booklet) 項 RKI推奨事項 項 EN ISO 17664：2007 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

器材の素材および 

デザイン 

器材の再生処理の水と洗

浄剤などのプロセスケミ

カルズ 

新品の器材と修理済み器 

材の取り扱い方法 

製造業者に返送する物品 

の取り扱い方法 

    

5 

 

6.1 

 

6.2 

 

6.3 

洗浄および消毒の準備 

 

用手による洗浄と消毒 

 

ウォッシャーディスイン 

フェクター 

超音波洗浄 

2.1 

 

2.2 

 

2.2.1 

未使用医療機器の取り扱 

い方法 

使用済み医療機器の取り 

扱い方法 

再使用医療機器の処理方 

法：準備・洗浄・消毒・ 

すすぎおよび乾燥 

3.3 

 

3.4 

 

3.5 

3.6 

器材の使用現場において 

おこなうこと 

洗浄のための準備 

 

消 毒 

乾 燥 

7 点検と手入れ 2.2.2 処理後の点検と手入れ 3.8 点検、メンテナンス、 

試験 

8 包 装 2.2.3 包 装 3.9 包 装 

9 滅 菌 2.2.4 滅 菌 3.10 滅 菌 

10 保 管 2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

ラベリング 

払い出し 

文書化 

搬送と保管 

3.11 保 管 

11 表面の変化、付着物、 

腐食、劣化、膨潤および

応力腐食割れ 

    

         黄色本(Yellow Booklet)、RKI(Robert Koch Instutute)推奨事項、および EN ISO 17664 の対比表 
 

            *医療機器の滅菌に関する衛生学的要求事項．推奨事項；Federal Health Gazette 44/2001,   
            1115-1126 – ドイツ以外の国々においては、各国の規則に適合するように改訂すべきである。 
 

 ステンレス鋼は壊れにくく永久に弾性があると誤解されがちである。

ところが、実際にはステンレス鋼は潜在的、機械的、熱的または化学

的な影響を受けやすい。まずは、この事実を銘記すべきである。 

 

 ただし、素材とその特性、およびそれら製品の取り扱い方法を理解

すれば、ステンレス鋼製の器材の耐用期間を延長することができる。 

 

 歯科用器材は、特に慎重に再生処理しなければならない。歯科用器

材は非常に種類が多く、器材ごとに特殊な素材が使用されている。そ

のため、特別な手入れが必要である。 

 

 

 

 

 通常、医療機器のユーザーは、次のような期待をもって器材を扱っ

ている。すなわち、自分たちが良く知っている製造業者は、器材の製

造にあたり、適正な素材を選定するとともに製造工程において必要と

される最大限の注意を払っていると期待している。その結果、医療機

器は目的に最もかなったものであるばかりか、優れた機能を常に発揮

すると考えがちである。しかしながら、器材の機能や性能を長期間維

持するためには、ユーザーは正しい再生処理法や手入れを行わなけれ

ばならない。本小冊子の目的は、適切な器材の管理に大きく貢献する

ために必要な具体的方法を解説することである。 

 
 ディスポーザブル器材は単回使用を目的としている。ディスポーザ

ブル器材の適合性評価は単回使用のみを対象としているため、本小冊

子ではディスポーザブル器材の再生処理方法に関する指示は記載して

いない。 

 

 医療機器の再生処理は、基本的に以下のような工程から構成される。 

■ 準備（前処理、回収、予備洗浄、そして分解可能な器材は分解す

ること） 

■ 洗浄、消毒、最終すすぎ、乾燥（必要な場合） 

■ 洗浄消毒後の目視点検 

■ 必要に応じたメンテナンスと修理 

■ 器材の機能試験 

■ マーキング 

■ 必要に応じた包装と滅菌、再使用の承認と保管 

 

 医療機器に関するドイツのオペレーター規則や、ロバート・コッホ

研究所（RKI）の「Anforderungen an die Hygiene bei der Aufber- 
eitung von Medizinprodukten［医療機器再生処理の際に守るべき衛

生学的要件］」と題する勧告などの国内規則では、これらの工程におけ

る品質管理と品質保証の実施を求めている。これらの工程の各段階を

明確に定めた作業指示書を作成してリスクを評価するとともに、種々

のリスクの可能性を整理・分類し適切に文書化することは所有者／オ

ペレーター（作業者）など医療関係者の責任である。例えば、ウォッ

シャーディスインフェクター（Washer-disinfectors：WD）および滅

菌器への積載方法に関する記載事項を含む洗浄・消毒・滅菌工程のバ

リデーションを行うことは、品質保証には欠くことのできない必須条

件である。 
 製造業者の取扱説明書の内容を遵守することも特に重要である。も

し、それを無視すると修理・交換に出費が必要となる場合がある。さ

らに、器材の衛生管理が不十分になるだけでなく、製品が故障するこ

とにより患者や第三者に危害を及ぼす原因になりうる。そのため、取

扱説明書の内容などに関して不明な点があれば、直ちに製造業者に問

い合わせなければならない。 

 

 耐熱性の医療機器の場合、熱水消毒工程を有する洗浄・消毒装置と

高圧蒸気滅菌器を用いて再生処理することが望ましい。 

 

 単回使用の器材および部品は使用後廃棄しなければならない。  

ディスポーザブル器材 

一般的な指針 
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1. 器材の素材およびデザイン 
1.1 器材の素材 
 医療機器を製造する場合、製造業者はそのデザイン、製造、表面仕

上げのみならず素材の選択についても、使用目的に適合するように設

計しなければならない。一般的に、手術器材においてはステンレス鋼 

だけが、弾性、強靭性、剛性、刃の特性、耐摩耗性および耐腐食性に

関する厳しい要求条件を満たすことができる。 

 

 ステンレス鋼の耐食性は、主としてその不動態皮膜の性質と厚さに

よって決まる。この不動態皮膜は鉄合金に含まれる 12％以上のクロム

と、大気中に含まれる酸素との化学反応によって生じたクロム酸化物

の皮膜である。この皮膜は、つや消しや鏡面仕上げなどの、製品の表

面仕上げに影響されることはない。不動態皮膜の生成と安定は、次の

要因によって左右される。 
 
■ 合金の組成 

■ 熱処理（鍛造、焼戻し、焼鈍、溶接、ろう着など）によって影響

を受ける素材の微細構造 

■ 面粗度・平滑度などの表面状態 

■ 取り扱いと再生処理条件 

■ 耐用期間と再生処理サイクルの回数 

 
 不動態皮膜は、多くの化学物質に対して極めて高い抵抗性がある。

上記の要因によっては、不動態皮膜に特定の結晶構造をもった領域が

あり、特に湿潤、あるいは水環境にあっては、その場所は腐食に対し

て極めて感受性が高い。ところが、この皮膜を破壊する数少ない物質

の一つにハロゲンイオン（ハロゲン化合物）があり、その中で最も一

般的で且つ危険なものが塩化物である。塩化物は不動態皮膜と反応し

て、「孔食」と呼ばれる腐食が生じる。腐食は塩化物の濃度によって、

小さな黒点が少数散在する状態から、器材の表面が大きな深い孔で覆

われた状態まで、さまざまな状態が存在する。また、塩化物は「応力

腐食割れ」の原因ともなる。 

 
 
 

  

耐腐食性／ 
不動態皮膜 

鏡面仕上げ／

E-ポリッシュ 

つや消し／

ブラシ加工 

つや消し 
／パールマット 

器材の表面仕上げ 

塩化物は危険 

電子顕微鏡画像、塩化物による孔食 

カラーエッチング - 器材の耐腐食性鋼のマ

ルテンサイト系微細構造（500 倍に拡大） 

 

 

 使用年数が進むにつれて、不動態皮膜は厚くなる。不動態皮膜の厚

みが徐々に増してくると、腐食は発生しにくくなる。これは、この皮

膜を透過してその下の未保護の基質に塩化物が到達する確率が減少す

るからである。 

 
 器材使用時および処理の際に、塩化物が混入する経路は次のとおり

である。 

■ 水に含まれる塩化物（水源によって異なる） 

■ 最終すすぎと蒸気滅菌に使用する水の脱イオンが不十分な場合 

■ 再生塩の残留、軟水化処理に使用したイオン交換器の不具合 

■ 手術器材の再生処理における家庭用洗浄剤などの不適切な使用 

■ 生理食塩水、エッチング液、薬剤の残留 
■ 有機残留物（血液、塩化物含有量 3,200～3,550 mg/L、唾液、汗な

どの体液成分） 
■ 洗濯物、織物、包装素材など 
 
 器材表面の光沢度や不動態皮膜とは関係なく、塩化物が全く存在し

ない、またはごく僅かしか存在していない環境では、孔食と応力腐食

割れはほとんど見られない。 
 新品の器材を長期間使用した器材と同じ工程で処理し、新しい器材

だけに腐食が起こる場合、その原因は恐らく器材の再生処理条件にあ

ると予想される。これまでの調査事例を見ると、処理工程が安全限界

から逸脱しかかっている場合や、逸脱している場合であった。 
 
 EN ISO 7153-11 に従い、熱処理可能なクロム鋼のみならず、クロ

ム含有量が異なっていて硬化しない規格化されたクロム鋼や、耐食／

耐酸性ニッケル・クロム鋼も、器材の製造に使用されている。しかし

ながら、これらの鋼の機械的性質には限界があるので、特定の器材に

限定して使用される。（熱処理可能なマルテンサイト系 13 クロム鋼

（SUS410 など）、硬化しないフェライト系 18 クロム鋼（SUS430 な

ど）、耐食性・耐酸性に優れるオーステナイト系 18-8 ニッケル・クロ

ム鋼（SUS304 など）がある。）＜訳者注＞ 
 
 適用手技や器材のデザインに応じて、さまざまな素材が器材に使用

されている。一般的な素材は次のとおりである。 
■ オーステナイト系ステンレス鋼（18-8 ステンレス鋼・溶接材料と

しても使用） 

■ 純チタンまたはチタン合金 

■ メッキ処理された非鉄重金属の合金（クロムメッキ／ニッケル

メッキした真鍮など） 

■ 軽金属（陽極酸化処理したアルミニウムなど） 

■ 非耐腐食鋼部品など 

（陽極酸化処理とは、アルミニウムの表面仕上げのことであり、陽極

酸化層（AL203・H20酸化アルミニウム水和物）の色はシルバーグレー

で、摩耗や腐食から製品を保護するために電解酸化することによって

産生する。染料を添加してさまざまな色を付けることが可能。） 

＜訳者注＞ 

塩化物を含む再生塩により引き起こされた器材

表面の巨大な孔食。WD に給水されるイオン交換

器の不具合 
 

カラーエッチング−オーステナイト系ステン

レスのカラーエッチングした顕微鏡組織 
（500 倍） 
＊Fe と C の合金で、温度が 723℃以上にお

いて、Ni や Mn を多く含むことによって安定

する素材 
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 不動態皮膜は、多くの化学物質に対して極めて高い抵抗性がある。
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酸化層（AL203・H20酸化アルミニウム水和物）の色はシルバーグレー

で、摩耗や腐食から製品を保護するために電解酸化することによって

産生する。染料を添加してさまざまな色を付けることが可能。） 

＜訳者注＞ 

塩化物を含む再生塩により引き起こされた器材

表面の巨大な孔食。WD に給水されるイオン交換

器の不具合 
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■ ガラス（光学機器用） 

■ セラミックス 

■ セメントおよびその他の接着剤 

■ ろう着 

■ プラスチックおよびゴム 

 
 器材によっては、実にさまざまな素材が組み合わされて使用されて

いるため、その再生処理は制約を受けることになる。すなわちこれら

の器材には、標準化された再生処理工程とは別に、特別な再生処理方

法が必要になることがある。これらについては、製造業者の取扱説明

書に記載されている再生処理工程の指示に従って取り扱う。 

 

 塗装した非合金鋼板製外装、ギア比を色分け表示したハンドピース類、

あるいはハンドピースやアングルピースに使用されている陽極酸化処

理したアルミ製外装には、特別な再生処理方法を必要とすることがある。

推奨される処理方法については、製造業者の取扱説明書を参照されたい。

特別な再生処理方法に加えて、ステンレス鋼製のベアリングやギア部品、

過酷な条件で使用するシャフトには、潤滑は不可欠である（場合によっ

ては、炭素鋼などのステンレス以外の熱処理鋼、または青銅素材で作ら

れた同種品目についても同様である）。 

 
1.2 デザイン 
 医療機器を再生処理するための機能は、患者および作業者の安全性

にとって極めて重要である。医療機器のデザインおよび開発段階では、

使用後に適切な再生処理が行えるように考慮する必要がある。そのた

めには適切な機能と再生処理能力にも焦点を置かなければならない。

かつ、患者に不快感を与えないために、小さいながらも機能的である

ことが求められる。 
 
 医療機器をできる限り分解することができれば、最適な洗浄結果を

達成することが可能となる。しかしここにも限界がある。例えばター

ビンヘッドなど、作業者はこうした繊細な部品を分解して再構築する

ことができないため、多くの医療機器の分解には大きな困難が伴う場

合がある。もう一つの重要なポイントは、素材の選択と接合技術であ

る。134℃での蒸気滅菌は一般的な滅菌方法であるため、使用される素

材は耐熱性でなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用する素材の組み合わ

せによっては、特別な処

理が必要になることがあ

る 

 

 

 最適な再生処理結果を実現するには、医療機器の製造業者から、

ウォッシャーディスインフェクターおよび滅菌器の製造業者、プロセ

スケミカルズの製造業者に至るまで、すべての関係者間の密接な協力

が不可欠である。医療機器を購入する場合、初期段階から器材の再生

処理について考慮することが推奨される。 
 
 

2. 器材の再生の水と洗浄剤などの

プロセスケミカルズ 
2.1 水 
 器材の再生処理に使用される水の品質は、機能や性能の維持に大き

な影響を及ぼす。 

 

 水は再生処理の工程で、次のような種々の機能を果たしている。 

■ 洗浄剤およびその他の処理剤を溶解する。 

■ 物理的な力と熱を被洗浄物の表面へ伝達する。 

■ 可溶性の汚染物や付着物を溶解する。 

■ 洗浄剤や処理剤を洗い流す。 

■ 機械を用いた再生処理で熱水消毒を行う。 

■ 蒸気滅菌の滅菌剤 
 

 水質が悪いと、再生処理工程および器材や材質の外観に悪影響を及

ぼすことがある。特に、施設設備として亜鉛メッキ鋼管で配管工事を

計画するときには、水質は非常に重要である。 

 
 天然水には各種の化合物が溶解しているが、濃度は水源や使用する

浄化方法によって異なる。 

（日本では欧米と比較し、河川の長さが短いため、季節変動も比較的

大きい。）＜訳者注＞ 
  

 使用する水の硬度成分と使用する温度によっては、溶解することが

困難な硬い層すなわちスケール（石灰分の沈着）を生じることがある。

このような沈着物の下で腐食が起こることがある。 

 

 スケールは酸に溶けるため、酸性洗浄剤で除去することができる。

しかしながら、材料の適合性について洗浄剤メーカーの指示を守る必

要がある。（器材の再生処理に用いる水の水質については「器械の再生

処理」P17〜22 により詳細な記載がされているためを参照されたい。）

＜訳者注＞ 

 

 

 

 

 

 

器材の汚れ。原因： 

高濃度の塩化物を含んだ水による洗浄後

の乾燥 
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■ ろう着 

■ プラスチックおよびゴム 
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の器材には、標準化された再生処理工程とは別に、特別な再生処理方

法が必要になることがある。これらについては、製造業者の取扱説明
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ては、炭素鋼などのステンレス以外の熱処理鋼、または青銅素材で作ら

れた同種品目についても同様である）。 

 
1.2 デザイン 
 医療機器を再生処理するための機能は、患者および作業者の安全性

にとって極めて重要である。医療機器のデザインおよび開発段階では、

使用後に適切な再生処理が行えるように考慮する必要がある。そのた

めには適切な機能と再生処理能力にも焦点を置かなければならない。

かつ、患者に不快感を与えないために、小さいながらも機能的である

ことが求められる。 
 
 医療機器をできる限り分解することができれば、最適な洗浄結果を

達成することが可能となる。しかしここにも限界がある。例えばター

ビンヘッドなど、作業者はこうした繊細な部品を分解して再構築する
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合がある。もう一つの重要なポイントは、素材の選択と接合技術であ

る。134℃での蒸気滅菌は一般的な滅菌方法であるため、使用される素

材は耐熱性でなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用する素材の組み合わ
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理が必要になることがあ
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 最適な再生処理結果を実現するには、医療機器の製造業者から、

ウォッシャーディスインフェクターおよび滅菌器の製造業者、プロセ

スケミカルズの製造業者に至るまで、すべての関係者間の密接な協力

が不可欠である。医療機器を購入する場合、初期段階から器材の再生

処理について考慮することが推奨される。 
 
 

2. 器材の再生処理の水と洗浄剤 
などのプロセスケミカルズ 

2.1 水 
 器材の再生処理に使用される水の品質は、機能や性能の維持に大き

な影響を及ぼす。 

 

 水は再生処理の工程で、次のような種々の機能を果たしている。 

■ 洗浄剤およびその他の処理剤を溶解する。 

■ 物理的な力と熱を被洗浄物の表面へ伝達する。 

■ 可溶性の汚染物や付着物を溶解する。 

■ 洗浄剤や処理剤を洗い流す。 

■ 機械を用いた再生処理で熱水消毒を行う。 

■ 蒸気滅菌の滅菌剤 
 

 水質が悪いと、再生処理工程および器材や材質の外観に悪影響を及

ぼすことがある。特に、施設設備として亜鉛メッキ鋼管で配管工事を

計画するときには、水質は非常に重要である。 

 
 天然水には各種の化合物が溶解しているが、濃度は水源や使用する

浄化方法によって異なる。 

（日本では欧米と比較し、河川の長さが短いため、季節変動も比較的

大きい。）＜訳者注＞ 
  

 使用する水の硬度成分と使用する温度によっては、溶解することが

困難な硬い層すなわちスケール（石灰分の沈着）を生じることがある。

このような沈着物の下で腐食が起こることがある。 

 

 スケールは酸に溶けるため、酸性洗浄剤で除去することができる。

しかしながら、材料の適合性について洗浄剤メーカーの指示を守る必

要がある。（器材の再生処理に用いる水としては一般的に水道水が用い

られており、水質基準項目と基準値が厚生労働省のホームページにて

閲覧可能であるため、参考とされたい。水道水の水質は基準値内にて

地域により異なるため、器材の変化（第 11章参照）が見られる場合は

水質調査により原因を特定できる場合もある。なお、器材の再生処理

に用いる水の水質については、「器械の再生処理 P17～22」に、より詳

細な内容が記載されているため参照されたい。）＜訳者注＞ 

 

 

器材の汚れ。原因：高濃度の塩化物を

含んだ水による洗浄後の乾燥 
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 軟水化処理を施した水において、上記の硬度成分はナトリウムイオ

ンに置換されている。しかし、これで水に含まれる物質全体の負荷が

軽減されるわけではない。 

 

 軟水化処理を施した水を使用する場合、温度や接触に応じてアルカ

リ度が大幅に上昇する場合がある。特に最終すすぎにおいて熱水消毒

が行われる場合、アルミニウム表面は影響を受けやすい。 

 

 水が蒸発した場合、水に含まれていた無機物が、目視可能な残留物

として析出する。水中に塩化物が高濃度に含まれていた場合には、ス

テンレスの器材であっても孔食を生じることがあるので、特に注意が

必要である。 

 

 一般的に塩化物による孔食の危険性は以下の現象によって上昇する

と言われている。 
■ 塩化物含有量の増加 

■ 温度の上昇 

■ pH の低下 

■ 水との接触時間の増加 

■ 不十分な乾燥 

■ 水分の蒸発によって器材表面に付着した塩化物の濃縮 
 

 水に含まれる塩化物含有量と孔食との因果関係は必ずしも予測でき

るわけではないが、一般的には、室温で塩化物含有量が約 120mg/L
（200mg/L の塩化ナトリウムに相当）のレベルを超えなければ、孔食

の危険性は少ない。しかしながら、これ以上の塩化物濃度では、孔食

の危険性が急速に増大する。また、乾燥工程において水が蒸発する際

に、水滴の塩化物含有量が 120mg/L の限界を大幅に超えることも留意

すべきである。 
 
 過剰な塩化物の濃縮、また、その後の孔食を防止するために、最終

すすぎでは完全脱イオン水の使用を推奨する。 

 
 他の物質が少量存在する場合も、茶、青、黒、灰色または虹色への

変色の原因になる。このような変色は、水に含まれる珪酸塩／珪酸、

鉄、銅またはマンガンを含有する化合物によって引き起こされる。し

かしながら、原則としてこのような変色は無害で、腐食を誘発したり、

促進しない非常に薄い残留層よりなる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルミニウムは、軟水化

処理を施した水により影

響を受ける場合がある 

左：新品 

右：着色した陽極酸化アルミニウムの 

視覚的変化 

塩化物は危険 

塩化物により器材に生じた孔食 

 

 

 自然に含まれる物質以外に、水道水には腐食した配管から剥がれ落

ちた錆が含まれる場合がある。このような錆が、再生処理工程におい

て器材に付着し、これが斑点状の錆（もらい錆）となって腐食を生じ

させることがある。 

  
 最終すすぎにおける完全脱イオン水の使用は、上記に対する理由（塩

化物により誘発される腐食の防止）により推奨されるだけでなく、器

材表面を汚れや変色のない状態に保つことに役立ち、陽極酸化された

アルミニウム表面を安定させる。最終すすぎにおける完全脱イオン水

は、以降のどのような滅菌手順にも悪影響を与える可能性のある乾燥

後の結晶性残留物を残さない。 

 
 自動再生処理を用いた再生処理における完全脱イオン水の使用に関

する具体的な基準が現在のところ存在しないため、歯科器材の再生処

理の経験に基づいて、以下の給水品質を推奨する。 

 
 電気伝導率（25℃） ＜ 20μS/cm 
 塩化物 ＜ 5mg/l 
 珪酸塩 ＜ 2mg/l 
 
 完全脱イオン水の製造にイオン交換器を使用している場合には、珪

酸の特定の反応によって釉薬をかけたような変色を生じることがある。 

この現象は再生工程において電気伝導率を介して管理することはでき

ない。この場合、専門家へ相談する。 

 
2.2 プロセスケミカルズ 
 
 医療機器の再生処理に使用されるプロセスケミカルズ（洗浄剤、消

毒剤、中和剤、潤滑剤など）は、欧州医療機器指令［20］に従い、欧

州内で開発、試験、製造しなければならない。 

 

■ 洗浄剤、中和剤、すすぎ剤およびメンテナンス保護剤はクラス I
医薬品として分類され、ラベルの CE マークにより識別される。 

■ 消毒洗浄または最後の用手／自動消毒に、室温あるいは加温され

た温度で使用される抗菌効果のあるプロセスケミカルズは、欧州

においてクラス II の医療機器に分類され、責任を有する公認機関

を示す 4 桁の番号の付いた CE マークで識別される。 

（本邦における医薬品医療機器法では、殺菌および消毒を目的とした

薬剤に限り医薬品として承認される。洗浄剤には除菌／抗菌作用をあ

わせもたせた除菌洗浄剤も販売されているが、洗浄剤は医薬品医療機

器法上の医薬品として該当しない。）＜訳者注＞ 
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 製品を開発する場合、プロセスケミカルズの製造業者は、洗浄効率、

抗菌有効性、保護性など、それぞれに求められる効果に関連して、製

品の組成が最適化されていることを明確にしなければならない。その

際、器材を使用する部位に対して、器材表面に残るプロセスケミカル

ズとヒト組織との生体親和性ほか、器材に用いられる材質との適合性

を考慮する。プロセスケミカルズの製造業者は、該当する医療機器の

製造業者と連携の際、必要であれば素材の適合性のエビデンスを提供

しなければならない。生体適合性は、 ISO 10993「医療機器の生物学

的評価」に従って検証し評価しなければならない。 
 
 プロセスケミカルズの最適な適用性、素材の適合性および生体適合

性は、製造業者が推奨する適用条件下でのみ実現される。製造業者は、

（ラベル、技術資料に）詳細に適用条件を明記し、作業者はこれらの

指示を遵守しなければならない。使用するプロセスケミカルズの濃度、

温度および作用時間には特に注意を払うこと。その他、プロセスケミ

カルズの文書は、素材の適合性、有効性、環境への配慮および生体親

和性に関して安全データシートや作業者からの要求、専門家からの報

告により増補される。 

 
 プロセスケミカルズの成分同士で、適合しない場合も考えられる。

例えば、少量の洗浄剤が消毒液に混入した場合、洗浄剤の成分が、消

毒剤の有効性に悪影響を及ぼす場合がある。このような理由から、

ウォッシャーディスインフェクターサイクルにおいて、単独の製造業

者で調整されたプロセスケミカルズのみを使用することを推奨する。 

（EU 諸国においては、耐熱性の低い被洗浄物に対して低濃度の消毒剤

を加温して消毒する熱化学消毒工程が行われている。しかし、本邦に

おいては、非耐熱性の器材に対しての熱化学消毒工程は行われていな

い。）＜訳者注＞ 
 
 

3. 新品の器材と修理済み器材の 

取り扱い方法 
 新品の器材および修理後返送されてきた器材は、保管または通常の

使用・処理工程に組み入れる前に、輸送用の包装から取り出さなけれ

ばならない。保護キャップやフィルムも取り外しておかなければなら

ない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準 備 

 

 

 新品の器材や修理済み器材を使用する前に、使用後の器材と同じ方

法で洗浄、すすぎ、乾燥、潤滑を行った後、点検、検査で問題がない

ことを確認してから滅菌を行うようにしなければならない。（新品の器

材には加工油や防錆油が表面処理されている場合があり、通常の洗浄

では除去できず、乾燥処理や滅菌工程でシミや腐食につながる場合が

ある。初回の洗浄はより念入りに洗浄することが望ましい。なお、モー

ター用ハンドピース、タービン等は、専用のメンテナンスオイルにて

注油し、余剰オイルを除去後に滅菌を行う。）＜訳者注＞ 

  

 滅菌中に残留物（たとえば、梱包材料や潤滑剤など）によりしみや

沈着物が生じることがあるため、洗浄工程は決して省略してはならな

い。洗浄後は必ず目視検査しなければならない。原則として、器材は

洗浄後には目に見えて清浄になっていなければならない。新品の器材

の不動態皮膜は薄いため、微妙な処理条件により影響を受けやすい。 

 
 新品の器材と修理後に返送されてきた器材は、必ず乾燥した室内か

キャビネット内に収納して室温で保管しなければならない。温度の変

動が生じるとプラスチック包装材の内側に水分が凝縮結露し、その結

果、腐食による損傷を生じる恐れがある。器材は腐食性蒸気を放出す

る活性塩素などの薬品の近くに、絶対に保管してはならない。 

 
 処理中の機械的損傷を避けるために、損傷を受けやすい器材は、最

初から適切なラックやカセットに納めて保管しなければならない。 

 
  

4. 製造業者に返送する物品の 
取り扱い方法 

 本冊子において返送する物品とは、使用品・未使用品を問わず、製

造業者に返送する包装した医療機器をいう。 

 返送の理由は、修理やアフターサービスが必要なもの、リースした

器材の返却、臨床試験に使用している製品の実施報告書、苦情のあっ

た場合、科学的調査や損傷分析のために、体外に摘出したインプラン

トや組織片の返却など、さまざまである。汚染された物品、あるいは

汚染の恐れのある物品を取り扱う者は、感染の危険があることに留意

する。感染リスクの有無を明記することによって、この危険性をでき

るだけ少なくすることが極めて重要である。 

 
 返送にあたっては上記の感染リスク軽減を鑑み、下記の場合にのみ

返送が可能となる。 

 

■ 適切に消毒および乾燥がなされていて、衛生的に安全であること

が立証されている。 

■ あるいは「除染未実施」であることを明記して、十分に安全な包

装状態である。 
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の不動態皮膜は薄いため、微妙な処理条件により影響を受けやすい。 

 
 新品の器材と修理後に返送されてきた器材は、必ず乾燥した室内か

キャビネット内に収納して室温で保管しなければならない。温度の変

動が生じるとプラスチック包装材の内側に水分が凝縮結露し、その結

果、腐食による損傷を生じる恐れがある。器材は腐食性蒸気を放出す

る活性塩素などの薬品の近くに、絶対に保管してはならない。 

 
 処理中の機械的損傷を避けるために、損傷を受けやすい器材は、最

初から適切なラックやカセットに納めて保管しなければならない。 

 
  

4. 製造業者に返送する物品の 
取り扱い方法 

 本冊子において返送する物品とは、使用品・未使用品を問わず、製

造業者に返送する包装した医療機器をいう。 

 返送の理由は、修理やアフターサービスが必要なもの、リースした

器材の返却、臨床試験に使用している製品の実施報告書、苦情のあっ

た場合、科学的調査や損傷分析のために、体外に摘出したインプラン

トや組織片の返却など、さまざまである。汚染された物品、あるいは

汚染の恐れのある物品を取り扱う者は、感染の危険があることに留意

する。感染リスクの有無を明記することによって、この危険性をでき

るだけ少なくすることが極めて重要である。 

 
 返送にあたっては上記の感染リスク軽減を鑑み、下記の場合にのみ

返送が可能となる。 

 

■ 適切に消毒および乾燥がなされていて、衛生的に安全であること

が立証されている。 

■ あるいは「除染未実施」であることを明記して、十分に安全な包

装状態である。 

  

洗浄は必須の工程 

保 管 
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 返送する際の製品の除染は、通常の供給および再生処理工程と同様

に、使用後できる限り速やかに実施すべきである。それによって血中

の塩化物による孔食など、その後に生じる損傷を防ぐことができる。 

 

 しかしながら、そのような処理をすると、製品の変質・破壊・適正

な分析の阻害、分析結果への影響が懸念される場合には、除染を行う

べきではない。不明な点がある場合には、その製品の製造業者に尋ね

るとよい。 
 
 対処可能な方法としては、必要なすべての情報を個別に、あるいは

まとめて説明した書類を添付することである（医療機器に関する「オ

ペレーター規則」または当該地域の同種の規則参照）。製造業者あるい

は他の引き受け・処理業者に渡す書類には、少なくとも次の情報を記

載しなければならない。 

 

■ 製造／有効期限の日付 

■ 上記の日付以降、返送された物品は衛生的に安全ではないと明記

しない限り、返送する物品はすべて衛生的に安全と考えてよいこ

との確認 

■ その物品ならびに返送品の受け取りに関して、いかなる質問にも

答えられる担当者の詳細 

 
 

5. 洗浄および消毒の準備 
 適切な再生処理工程の第一段階は、診察室にて行われる。器材に付

着した歯科用材料（充填材やリン酸化合物を基剤とするセメント除去

剤など）は、使用後すぐに除去すべきである。これらの物質が器材を

損傷させ、さらに腐食の原因となる。歯科用セメントは、治療ユニッ

トで使用した直後に除去するべきである。生理食塩水、止血剤、腐食

性薬剤などの残留物は、洗浄準備の前に除去する必要がある。充填材

の付着した器材の洗浄には、超音波洗浄機の使用を推奨する。器材の

超音波洗浄機での取り扱いについては考慮する必要がある（6.3 超音

波洗浄の項を参照すること）。 

  
 器材の品質保持のためにウォッシャーディスインフェクターによる

再生処理を行うべきである。使用後、器材は適切なトレー上もしくは

インスツルメント用カセット内に収納し（乾式搬送）、できるだけ早く

ウォッシャーディスインフェクターにて処理すべきである。常に製造

業者の取扱説明書を確認すること。不適切な取り扱いは、器材を損傷

させることがある。とりわけ、先端が微細な器材、たとえばピンセッ

ト、プローブ、はさみ、探針、スケーラー、特にカーバイド製インサー

ト付の器材や持針器、歯周治療用器材が該当する。（搬送時には器材損

傷を防止するために、固定できるカセットの使用を推奨する。耐久性

の強化を目的として炭素鋼やカーバイドが使用されている器材では、

含有されている炭素やコバルトにより変色の原因となる可能性がある。

これらに対しては高温多湿・直射日光・揮発性溶剤との接触・EDTA溶

器材に付着した歯科

用材料は直ちに除去

する 

粘着性のあるコンポジットレジンが付着

した充填器 
原因：使用直後に除去しなかったため 

器材の積載は慎重に

行う 

 

 

液や次亜塩素酸ナトリウム等の溶液への長時間浸漬を避け、洗浄後は

十分に乾燥させてから包装・滅菌を行うことで変色の発生は低減する

ことができる。変色による劣化を避けるためにはステンレス製品で代

用することも可能である。タングステンカーバイドが「インサート」

として貼付されている持針器やハサミ、ティッシュプライヤー等の再

生処理時には、剥離や損傷を起こさないような丁寧な対応が必要であ

る。）＜訳者注＞ 

  
 湿式搬送処理（使用後の器材を、洗浄液／消毒液を入れた容器に入

れて搬送すること）が必要な場合は、蛋白質の変性／固着作用のない

洗浄剤と消毒剤の混合液へ器具を入れることが推奨されている。アル

デヒドを含む消毒剤は、蛋白質の変性／固着作用があるため、使用を

避けるべきである。洗浄力強化の追加策として、濃度や浸漬時間など

の変更に関しては、常に製造業者の取扱説明書に準じるべきである。

（アルコールが含有されている消毒剤を蛋白質と接触させることによ

り凝固が生じる危険性がある。）＜訳者注＞ 

 

 腐食の危険性低減と洗浄効果を維持するために、搬送方法には関係

なく、器具の使用から再生処理までの時間が長時間になる（一晩又は

週末を越える）ことは避けるべきである。再生処理の現場調査による

と、乾式搬送の場合には 6 時間以内であれば問題は認められなかった。

従って、可能であれば乾式搬送の採用を推奨する。 
  

 回転式器材については、湿式搬送にて再生処理するか、最初に流水

下でブラシを用いて洗浄するべきである。もしも、これらの器材を

ウォッシャーディスインフェクターにて再生処理することが可能であ

れば、事前に器材専用のスタンド（ラック）に積載するべきである。

用手洗浄をする場合は、回転式器材については適切な容器（消毒容器）

にセットすべきである。これは、汚染の除去と十分な洗浄効果を得る

ためである。このことは、根管治療用器材についても同様である。 

 

 ハンドピース（モーター用ハンドピース、タービン等）は区別して、

適切に再生処理を行う。この場合も、製造業者の取扱説明書に準じて

再生処理をする。 

 
 剪刀や鉗子などの器材は、表面の重なる部分を最小にするため開い

た状態で処理することで、効果的な洗浄が行われる。トレーやラック、

ホルダー、サポートなどに積載する場合や、超音波の効果やウォッ

シャーディスインフェクターのシャワー効果を発揮させるためにも、

器材を開いて積載する。ユニットのテーブル上に用意した器材は、未

使用であっても使用した器材と同じ工程で処理する。 

  
 容易に損傷する恐れのある器材については、特別なラックや適切な

取り付け具を使用しなければならない。 

 

 

 

不適切な取り扱いによる変形 

消毒容器（フラスター） 

破損した剪刀  
原因：不適切な取り扱い 
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 返送する際の製品の除染は、通常の供給および再生処理工程と同様

に、使用後できる限り速やかに実施すべきである。それによって血中

の塩化物による孔食など、その後に生じる損傷を防ぐことができる。 

 

 しかしながら、そのような処理をすると、製品の変質・破壊・適正

な分析の阻害、分析結果への影響が懸念される場合には、除染を行う

べきではない。不明な点がある場合には、その製品の製造業者に尋ね

るとよい。 
 
 対処可能な方法としては、必要なすべての情報を個別に、あるいは

まとめて説明した書類を添付することである（医療機器に関する「オ

ペレーター規則」または当該地域の同種の規則参照）。製造業者あるい

は他の引き受け・処理業者に渡す書類には、少なくとも次の情報を記

載しなければならない。 

 

■ 製造／有効期限の日付 

■ 上記の日付以降、返送された物品は衛生的に安全ではないと明記

しない限り、返送する物品はすべて衛生的に安全と考えてよいこ

との確認 

■ その物品ならびに返送品の受け取りに関して、いかなる質問にも

答えられる担当者の詳細 

 
 

5. 洗浄および消毒の準備 
 適切な再生処理工程の第一段階は、診察室にて行われる。器材に付

着した歯科用材料（充填材やリン酸化合物を基剤とするセメント除去

剤など）は、使用後すぐに除去すべきである。これらの物質が器材を

損傷させ、さらに腐食の原因となる。歯科用セメントは、治療ユニッ

トで使用した直後に除去するべきである。生理食塩水、止血剤、腐食

性薬剤などの残留物は、洗浄準備の前に除去する必要がある。充填材

の付着した器材の洗浄には、超音波洗浄機の使用を推奨する。器材の

超音波洗浄機での取り扱いについては考慮する必要がある（6.3 超音

波洗浄の項を参照すること）。 

  
 器材の品質保持のためにウォッシャーディスインフェクターによる

再生処理を行うべきである。使用後、器材は適切なトレー上もしくは

インスツルメント用カセット内に収納し（乾式搬送）、できるだけ早く

ウォッシャーディスインフェクターにて処理すべきである。常に製造

業者の取扱説明書を確認すること。不適切な取り扱いは、器材を損傷

させることがある。とりわけ、先端が微細な器材、たとえばピンセッ

ト、プローブ、はさみ、探針、スケーラー、特にカーバイド製インサー

ト付の器材や持針器、歯周治療用器材が該当する。（搬送時には器材損

傷を防止するために、固定できるカセットの使用を推奨する。耐久性

の強化を目的として炭素鋼やカーバイドが使用されている器材では、

含有されている炭素やコバルトにより変色の原因となる可能性がある。

これらに対しては高温多湿・直射日光・揮発性溶剤との接触・EDTA溶

器材に付着した歯科
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原因：使用直後に除去しなかったため 
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液や次亜塩素酸ナトリウム等の溶液への長時間浸漬を避け、洗浄後は

十分に乾燥させてから包装・滅菌を行うことで変色の発生は低減する

ことができる。変色による劣化を避けるためにはステンレス製品で代

用することも可能である。タングステンカーバイドが「インサート」

として貼付されている持針器やハサミ、ティッシュプライヤー等の再

生処理時には、剥離や損傷を起こさないような丁寧な対応が必要であ

る。）＜訳者注＞ 

  
 湿式搬送処理（使用後の器材を、洗浄液／消毒液を入れた容器に入

れて搬送すること）が必要な場合は、蛋白質の変性／固着作用のない

洗浄剤と消毒剤の混合液へ器具を入れることが推奨されている。アル

デヒドを含む消毒剤は、蛋白質の変性／固着作用があるため、使用を

避けるべきである。洗浄力強化の追加策として、濃度や浸漬時間など

の変更に関しては、常に製造業者の取扱説明書に準じるべきである。

（アルコールが含有されている消毒剤を蛋白質と接触させることによ

り凝固が生じる危険性がある。）＜訳者注＞ 

 

 腐食の危険性低減と洗浄効果を維持するために、搬送方法には関係

なく、器具の使用から再生処理までの時間が長時間になる（一晩又は

週末を越える）ことは避けるべきである。再生処理の現場調査による

と、乾式搬送の場合には 6 時間以内であれば問題は認められなかった。

従って、可能であれば乾式搬送の採用を推奨する。 
  

 回転式器材については、湿式搬送にて再生処理するか、最初に流水

下でブラシを用いて洗浄するべきである。もしも、これらの器材を

ウォッシャーディスインフェクターにて再生処理することが可能であ

れば、事前に器材専用のスタンド（ラック）に積載するべきである。

用手洗浄をする場合は、回転式器材については適切な容器（消毒容器）

にセットすべきである。これは、汚染の除去と十分な洗浄効果を得る

ためである。このことは、根管治療用器材についても同様である。 

 

 ハンドピース（モーター用ハンドピース、タービン等）は区別して、

適切に再生処理を行う。この場合も、製造業者の取扱説明書に準じて

再生処理をする。 

 
 剪刀や鉗子などの器材は、表面の重なる部分を最小にするため開い

た状態で処理することで、効果的な洗浄が行われる。トレーやラック、

ホルダー、サポートなどに積載する場合や、超音波の効果やウォッ

シャーディスインフェクターのシャワー効果を発揮させるためにも、

器材を開いて積載する。ユニットのテーブル上に用意した器材は、未

使用であっても使用した器材と同じ工程で処理する。 

  
 容易に損傷する恐れのある器材については、特別なラックや適切な

取り付け具を使用しなければならない。 

 

 

 

不適切な取り扱いによる変形 

消毒容器（フラスター） 

破損した剪刀  
原因：不適切な取り扱い 
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 精密な器材の損傷を避けるために、隙間を生じない容器に入れて搬

送する必要がある。 

 

 単回使用器材、例えば微細粒子（lamellae）の付いた研磨器材や研

磨ブラシなどは再生処理をするべきではない。これらの器材は、ガイ

ドラインや規制に準拠して歯科用廃棄物として処理しなければならな

い。 
 
  

6. 用手および機械をベースとした

洗浄と消毒 
6.1 用手による洗浄と消毒 
 用手による再生処理では、消毒効果の証明された、除菌洗浄剤希釈

液に器材を浸漬する。 

 
■ 適切な濃度 

■ 適切な時間 

■ 適切な温度 

 

 用手による洗浄には、抗菌性又は酵素の有無に関わらず蛋白質凝固

変性作用のない洗浄剤を使用する。洗浄の際に消毒作用が求められる

場合には、欧州（EN）規格あるいはこれに相当する各国内規則に従い、

「汚れのひどい状態」（高蛋白負荷）では消毒効果の証明された洗浄剤

を使用すべきである。 

 （本邦においては十分な洗浄を実施し汚染物を除去してから、消毒

や滅菌をおこなうのが主流である。除菌洗浄剤を使用する場合、その

効果を過信せず、洗浄、消毒効果を十分に確認して、用途に応じて使

用することが大切である。）＜訳者注＞ 

 

 洗浄剤や消毒剤の使用にあたり、保存可能期間の他、濃度、温度、

および浸漬時間に関して、製造業者の指示を厳密に遵守されるべきで

ある。 

 また、ステンレス鋼製以外の器材を扱う場合、その素材の適合性に

関する製造業者の指示は、特に重要である。 
 

 器材の素材と消毒方法との適合性は、器材の素材、消毒剤の組成、

温度、曝露時間、濃度、および用いる溶液の pH に左右される。 

 有機過酸化物は、特に消毒剤として過酢酸を含む場合、使用時の特

定の条件と消毒剤の組成に強く依存する。 

 アルキルアミンを含有する消毒剤を使用する際、薬剤の化学構造は、

弾性ゴムと接着剤／接合部に関する素材適合性に大きく影響する。シ

リコンゴムの場合、アルキルアミンベースの消毒剤による処理を長時

間行うと硬化につながる可能性がある。 

（消毒剤は主成分が同じであっても、器材に対しての適合性が異なる

場合がある。消毒剤を選択する際には器材や消毒剤の製造業者に適合

適切な洗浄剤、消毒剤を

選択する 

除菌洗浄剤溶液に浸漬された器材 

器材の素材と消毒方法

との適合性の確認 

単回使用器材は

再使用禁止 

 

 

性を確認して使用すること。アルキルアミン系の消毒剤としてアルキ

ルアミノカルボン酸塩などの両性界面活性剤がある。）＜訳者注＞ 

 

 有機過酸化物またはアルキルアミン由来の消毒剤は、器材の素材の

適合性の観点から「過敏(sensitive)」と分類されなければならない。

この理由から、検証され確認された消毒剤製造業者の指示は、厳密に

遵守されなければならない。 
 

 誤った濃度および過度な曝露時間は、重大な損害をもたらすことも

考えられる。 

 

 もし溶液をあまりに長期間使用すると、下記のような問題が起こる

恐れがある。 

■ 汚染レベル（希釈液中の汚れの濃度上昇）による腐食の危険性 

■ 水分が蒸発し、洗浄剤や消毒剤希釈液が濃縮されることによる腐

食の危険性 

■ 汚れの残存による不十分な消毒（有効成分の劣化／蛋白質凝固） 

 

 ヒンジのある器材は、重なっている面積を最小限にし、開いた状態

で溶液に浸漬しなければならない。 

 
 チューブやカニューレのような狭い内腔のある器材、および管腔の

ある器材等を再生処理することは常に困難である。そのためにも、内

部の表面が溶液に完全に接していることを確認することが重要といえ

る。 

  

 粉末状の洗浄剤を使用する場合には、器材を浸漬する前に、粉末は

水に完全に溶解すること。溶け残った洗浄剤の粉末粒子は、表面を損

傷させる原因になる他、器材の細い管腔部分に詰まる可能性がある。 

 

 器材は、溶液中に完全に浸漬し、露出しないようにしなければなら

ない。そのため、浸漬漕には、器材を詰め込み過ぎないようにすべき

である。 

 

 清拭には軟らかいリントフリークロス（不織布）、あるいはタオル、

プラスチック製のブラシ、またはクリーニングガンの使用を推奨する。

用手作業での洗浄または消毒後は、器具を清浄な流水下で適切に確実

にすすぐ。 

この用手作業で、器具の表面に付着している汚れの残留物を除去する。 

（クリーニングガンとは欧州では主にウォーターガンのことを指す。

また、医療機器の清拭に特化したマイクロファイバークロスも使用さ

れる。十分な清拭はその後の消毒等の工程をより効果的なものにする。）

＜訳者注＞ 

 
 
 
 

ヒンジを有する器材 

管腔器材内の空気溜まり

を排除すること 

粉末状の洗剤は完全に

溶かすこと！ 

器材は全体が完全に液

中に浸っていること 
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 精密な器材の損傷を避けるために、隙間を生じない容器に入れて搬

送する必要がある。 

 

 単回使用器材、例えば微細粒子（lamellae）の付いた研磨器材や研

磨ブラシなどは再生処理をするべきではない。これらの器材は、ガイ

ドラインや規制に準拠して歯科用廃棄物として処理しなければならな

い。 
 
  

6. 用手および機械をベースとした

洗浄と消毒 
6.1 用手による洗浄と消毒 
 用手による再生処理では、消毒効果の証明された、除菌洗浄剤希釈

液に器材を浸漬する。 

 
■ 適切な濃度 

■ 適切な時間 

■ 適切な温度 

 

 用手による洗浄には、抗菌性又は酵素の有無に関わらず蛋白質凝固

変性作用のない洗浄剤を使用する。洗浄の際に消毒作用が求められる

場合には、欧州（EN）規格あるいはこれに相当する各国内規則に従い、

「汚れのひどい状態」（高蛋白負荷）では消毒効果の証明された洗浄剤

を使用すべきである。 

 （本邦においては十分な洗浄を実施し汚染物を除去してから、消毒

や滅菌をおこなうのが主流である。除菌洗浄剤を使用する場合、その

効果を過信せず、洗浄、消毒効果を十分に確認して、用途に応じて使

用することが大切である。）＜訳者注＞ 

 

 洗浄剤や消毒剤の使用にあたり、保存可能期間の他、濃度、温度、

および浸漬時間に関して、製造業者の指示を厳密に遵守されるべきで

ある。 

 また、ステンレス鋼製以外の器材を扱う場合、その素材の適合性に

関する製造業者の指示は、特に重要である。 
 

 器材の素材と消毒方法との適合性は、器材の素材、消毒剤の組成、

温度、曝露時間、濃度、および用いる溶液の pH に左右される。 

 有機過酸化物は、特に消毒剤として過酢酸を含む場合、使用時の特

定の条件と消毒剤の組成に強く依存する。 

 アルキルアミンを含有する消毒剤を使用する際、薬剤の化学構造は、

弾性ゴムと接着剤／接合部に関する素材適合性に大きく影響する。シ

リコンゴムの場合、アルキルアミンベースの消毒剤による処理を長時

間行うと硬化につながる可能性がある。 

（消毒剤は主成分が同じであっても、器材に対しての適合性が異なる

場合がある。消毒剤を選択する際には器材や消毒剤の製造業者に適合

適切な洗浄剤、消毒剤を

選択する 

除菌洗浄剤溶液に浸漬された器材 

器材の素材と消毒方法

との適合性の確認 

単回使用器材は

再使用禁止 

 

 

性を確認して使用すること。アルキルアミン系の消毒剤としてアルキ

ルアミノカルボン酸塩などの両性界面活性剤がある。）＜訳者注＞ 

 

 有機過酸化物またはアルキルアミン由来の消毒剤は、器材の素材の

適合性の観点から「過敏(sensitive)」と分類されなければならない。

この理由から、検証され確認された消毒剤製造業者の指示は、厳密に

遵守されなければならない。 
 

 誤った濃度および過度な曝露時間は、重大な損害をもたらすことも

考えられる。 

 

 もし溶液をあまりに長期間使用すると、下記のような問題が起こる

恐れがある。 

■ 汚染レベル（希釈液中の汚れの濃度上昇）による腐食の危険性 

■ 水分が蒸発し、洗浄剤や消毒剤希釈液が濃縮されることによる腐

食の危険性 

■ 汚れの残存による不十分な消毒（有効成分の劣化／蛋白質凝固） 

 

 ヒンジのある器材は、重なっている面積を最小限にし、開いた状態

で溶液に浸漬しなければならない。 

 
 チューブやカニューレのような狭い内腔のある器材、および管腔の

ある器材等を再生処理することは常に困難である。そのためにも、内

部の表面が溶液に完全に接していることを確認することが重要といえ

る。 

  

 粉末状の洗浄剤を使用する場合には、器材を浸漬する前に、粉末は

水に完全に溶解すること。溶け残った洗浄剤の粉末粒子は、表面を損

傷させる原因になる他、器材の細い管腔部分に詰まる可能性がある。 

 

 器材は、溶液中に完全に浸漬し、露出しないようにしなければなら

ない。そのため、浸漬槽には、器材を詰め込み過ぎないようにすべき

である。 

 

 清拭には軟らかいリントフリークロス（不織布）、あるいはタオル、

プラスチック製のブラシ、またはクリーニングガンの使用を推奨する。

用手作業での洗浄または消毒後は、器材を清浄な流水下で適切に確実

にすすぐ。 

この用手作業で、器材の表面に付着している汚れの残留物を除去する。 

（クリーニングガンとは欧州では主にウォーターガンのことを指す。

また、医療機器の清拭に特化したマイクロファイバークロスも使用さ

れる。十分な清拭はその後の消毒等の工程をより効果的なものにする。）

＜訳者注＞ 

 
 
 
 

ヒンジを有する器材 

管腔器材内の空気溜まり

を排除すること 

粉末状の洗剤は完全に

溶かすこと！ 

器材は全体が完全に液

中に浸っていること 
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 ウォータースポット（水の蒸発残渣による器材表面に発生した斑点

状のシミ）を防ぐには、完全脱イオン水を使用する。すすぎ後は、直

ちに器材を十分に乾燥すること。 

 エアーガンを利用した乾燥は、他の乾燥方法（布による拭き取りな

ど）と比較して器材に対して損傷が少ないだけでなく、効果的な乾燥

法であるため、特に推奨される。 
 
 用手洗浄で生じる、機械的な損傷の主な原因は次のとおりである。 

■ 金属製ブラシの使用 

■ 粗い研磨剤の使用 

■ 過度の力での使用 

■ 器具を落としたり、ぶつけたりすること 

 

 容易に破損する恐れのある器材は、特に機械的損傷を受けやすい。 

 
 ハンドピース（モーター用ハンドピース、タービン等）の治療器材

は、浸漬すべきではない。それらは、流水下でのブラッシングや適切

な消毒剤を用いて清拭することにより洗浄または消毒することができ

る。 

 それらの内部表面を洗浄すること、適切な再生処理を行う方法は、

製造業者の指示を遵守されたい。機械をベースとした再生処理方法が

好ましい。 

 

 回転部品付器材は、適切な器材ラックに設置し、次に適切な洗浄お

よび消毒液に浸漬する。研磨用器材やセラミックまたはプラスチック

が接着されている器材に関しては、これらの器材に対して適切な溶液

であるかどうかを最初にチェックする。不適切な洗浄剤、例えばアル

コール製剤の使用は、シャフト固定に影響し、接合物質を破壊するこ

ともある。超音波スケーラーのチップは再生処理するのが困難である。

洗浄用のワイヤーなどを使用し、詰まりがないことを確実にする。さ

らなる再生処理は、製造業者の指示に従って行わなければならない。 

 
 根管治療器材は、機械的な損傷を受けやすいため、個別に再生処理

し、取り扱いしやすいように専用スタンドを使用すべきである。洗浄

および消毒を行う際は、根管長を調整するシリコンストッパーを取り

外すこと。これらの根管治療器材に、陽極酸化によるカラーコーティ

ングされたアルミ製のツマミ部分がある場合は、カラーコードの役割

を果たさなくなるため、アルカリ性溶液での処理はしない。（色があせ、

消失する恐れがあるため） 

 
  
 
 
 
 
 
 

塩分濃度の高いすすぎの水によって発生 

した汚れ 

根管治療器材用スタンド 

 

 

6.2 ウォッシャーディスインフェクター 

 最も標準化ができる洗浄と消毒方法はウォッシャーディスインフェ

クター(Washer-disinfectors、以下 WD)を用いた工程である。器材の

性能を維持するには、器材の再生処理時の効果的な滅菌と正しい洗浄

が最も重要であることを常に意識していることが必要である。国際規

格（ISO 15883）および各国内のガイドライン（DIN EN ISO 15883
など）に明記されているように、バリデーション実施済みの WD の洗

浄および消毒工程のみを用いなければならない。WD の一般的な要求

事項は ISO 15883 の第 1 部に規定されている。 
 
 WD による再生処理の際には、乾式搬送処理を先行させるのが望ま

しい。湿式搬送処理の場合は（例：回転器具用器材など）洗浄剤の泡

及び消毒剤は完全にすすがなければならない。WD を用いた洗浄にお

いて泡は著しく洗浄効果を損なう。 
 
 このことは汚染の甚だしい器材（歯科器材に残留した充填材料）を、

手作業あるいは超音波洗浄で前処理する場合にも適用される。 
 
 WD による処理を行う時には、下記事項を守らなければならない。 
■ 有効な自動再生処理が確実に行えるように、トレー、インサート、

ホルダーなどはすべて、正しく収納しなければならない。 

■ ヒンジのある器材は積載時に開放しなければならない。 

■ 器材の全ての面に、洗浄／消毒剤が容易にかつ確実に到達できる

よう、バスケットには詰め過ぎないようにする。バリデーション

された収納パターンを必ず採用する。 

■ 大きな器材をバスケットに積載するときは、他の器材と重なりス

プレーの当たらない部分となり正常な洗浄を妨げないか確認する。 

■ 空洞や内腔構造のある器材（例：ハンドピース）では、内面も同

様に注意深く洗浄してすすぐ必要がある。このため、ハンドピー

スホルダーに装着して洗浄する必要がある。 

■ 器材は相互に接触して機械的に破損することのないように並べな

ければならない。 

（印象材やセメント等の歯科材については、WD にかける前に除去す

る。）＜訳者注＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必ず正しい収納法を守る 
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 ウォータースポット（水の蒸発残渣による器材表面に発生した斑点

状のシミ）を防ぐには、完全脱イオン水を使用する。すすぎ後は、直

ちに器材を十分に乾燥すること。 

 エアーガンを利用した乾燥は、他の乾燥方法（布による拭き取りな

ど）と比較して器材に対して損傷が少ないだけでなく、効果的な乾燥

法であるため、特に推奨される。 
 
 用手洗浄で生じる、機械的な損傷の主な原因は次のとおりである。 

■ 金属製ブラシの使用 

■ 粗い研磨剤の使用 

■ 過度の力での使用 

■ 器具を落としたり、ぶつけたりすること 

 

 容易に破損する恐れのある器材は、特に機械的損傷を受けやすい。 

 
 ハンドピース（モーター用ハンドピース、タービン等）の治療器材

は、浸漬すべきではない。それらは、流水下でのブラッシングや適切

な消毒剤を用いて清拭することにより洗浄または消毒することができ

る。 

 それらの内部表面を洗浄すること、適切な再生処理を行う方法は、

製造業者の指示を遵守されたい。機械をベースとした再生処理方法が

好ましい。 

 

 回転部品付器材は、適切な器材ラックに設置し、次に適切な洗浄お

よび消毒液に浸漬する。研磨用器材やセラミックまたはプラスチック

が接着されている器材に関しては、これらの器材に対して適切な溶液

であるかどうかを最初にチェックする。不適切な洗浄剤、例えばアル

コール製剤の使用は、シャフト固定に影響し、接合物質を破壊するこ

ともある。超音波スケーラーのチップは再生処理するのが困難である。

洗浄用のワイヤーなどを使用し、詰まりがないことを確実にする。さ

らなる再生処理は、製造業者の指示に従って行わなければならない。 

 
 根管治療器材は、機械的な損傷を受けやすいため、個別に再生処理

し、取り扱いしやすいように専用スタンドを使用すべきである。洗浄

および消毒を行う際は、根管長を調整するシリコンストッパーを取り

外すこと。これらの根管治療器材に、陽極酸化によるカラーコーティ

ングされたアルミ製のツマミ部分がある場合は、カラーコードの役割

を果たさなくなる為、アルカリ性溶液での処理はしない。（色があせ、

消失する恐れがあるため） 

 
  
 
 
 
 
 
 

塩分濃度の高いすすぎの水によって発生 

した汚れ 

歯根管治療器材用スタンド 

 

 

6.2 ウォッシャーディスインフェクター 

 最も標準化ができる洗浄と消毒方法はウォッシャーディスインフェ

クター(Washer-disinfectors、以下 WD)を用いた工程である。器材の

性能を維持するには、器材の再生処理時の効果的な滅菌と正しい洗浄

が最も重要であることを常に意識していることが必要である。国際規

格（ISO 15883）および各国内のガイドライン（DIN EN ISO 15883
など）に明記されているように、バリデーション実施済みの WD の洗

浄および消毒工程のみを用いなければならない。WD の一般的な要求

事項は ISO 15883 の第 1 部に規定されている。 
 
 WD による再生処理の際には、乾式搬送処理を先行させるのが望ま

しい。湿式搬送処理の場合は（例：回転器具用器材など）洗浄剤の泡

及び消毒剤は完全にすすがなければならない。WD を用いた洗浄にお

いて泡は著しく洗浄効果を損なう。 
 
 このことは汚染の甚だしい器材（歯科器材に残留した充填材料）を、

手作業あるいは超音波洗浄で前処理する場合にも適用される。 
 
 WD による処理を行う時には、下記事項を守らなければならない。 
■ 有効な自動再生処理が確実に行えるように、トレー、インサート、

ホルダーなどはすべて、正しく収納しなければならない。 

■ ヒンジのある器材は積載時に開放しなければならない。 

■ 器材の全ての面に、洗浄／消毒剤が容易にかつ確実に到達できる

よう、バスケットには詰め過ぎないようにする。バリデーション

された収納パターンを必ず採用する。 

■ 大きな器材をバスケットに積載するときは、他の器材と重なりス

プレーの当たらない部分となり正常な洗浄を妨げないか確認する。 

■ 空洞や内腔構造のある器材（例：ハンドピース）では、内面も同

様に注意深く洗浄してすすぐ必要がある。このため、ハンドピー

スホルダーに装着して洗浄する必要がある。 

■ 器材は相互に接触して機械的に破損することのないように並べな

ければならない。 

（印象材やセメント等の歯科材については、WD にかける前に除去す

る。）＜訳者注＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必ず正しい収納法を守る 
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 カーバイド、あるいはステンレス製の回転器具用器材は、ブレード

の損傷を防ぐための適切なスタンドで再生処理を実行することが推奨

される。 

 カラーアルマイト部品は、WD を用いて洗浄すると退色してコード

識別機能を失うことがある。（参照：10、11 項）しかし特殊な洗浄剤

を用い、そして完全脱イオン水にて最終すすぎを行えば、その他の被

洗浄物とその器材を一緒に洗浄し消毒することができる。 

 
 被洗浄物は洗浄プログラムが完了したら、直ちに WD から取り出さ

なければならない。密閉した WD の中に放置しておくと、残留した水

分で腐食を生じることがある。 
 
 原則として、消毒の前に、洗浄を別段階で行う工程を使用するのが

望ましい。WD では、熱水消毒または熱化学消毒の選択が可能である。

通常は熱水消毒を選択する方が良い。したがって医療機器を購入する

段階では、WD による消毒への機器の適合性を検討しておくべきであ

る。（EU 諸国においては、耐熱性の低い被洗浄物に対して低濃度の消

毒剤を加温して消毒する熱化学消毒工程が行われている。しかし、本

邦においては、非耐熱性の器材に対しての熱化学消毒工程は行われて

いない。）＜訳者注＞ 
 

 熱水消毒は、65℃以上の消毒温度と対応する曝露時間を用いて実施

する。WD には熱水消毒の尺度として A0 値が導入された（ISO 
15883-1* Annex B）。これは温度と時間の関係を、医療機器の微生物

汚染と消毒能力を関数として把握するものである（A0 3000 = 90℃5
分間 A0 12000 = 93℃10 分間等。手術器材に用いる WD の性能には

A03000 以上の達成が求められている。＊医療現場における滅菌保証の

ガイドライン 2015 より。）。このプログラム構成は、洗浄、消毒およ

びすすぎのレベルの大まかな要求事項と処理する器材の種類に依存す

る。熱水消毒を行う WD のプログラムには、通常次の工程が含まれる。 
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ひどく腐食したカラーアルマイト製

のバースタンド 

 

 

1.予備洗浄 
 何も加えられていない冷水で大まかな汚れと発泡性物質を除去する。 

 
2.洗 浄 
 温水か冷水を使用し、洗浄は通常、アルカリ性のものは最低 5 分間

40~55℃で実行される。また、歯科ではアルカリ性洗浄剤の影響を受

けやすいアルミ合金製品も使用されることから、中性酵素系洗浄剤の

使用が望ましい。洗浄剤の選択は処理する器材の素材と特性、必要な

洗浄効果、そして国内のガイドラインと推奨（例えばドイツならロベ

ルトコッホ研究所による指針など）による。 
   
3.一次すすぎ 
 温水または冷水を使用する。酸性の中和剤を添加すると、アルカリ

性洗浄剤残留物の除去が容易である。中性の洗浄剤を使用する場合で

も、沈着防止のために酸性中和剤の添加が望ましい（例えば使用する

水の塩分含有量が高い場合など）。 

 
4.二次すすぎ 
 何も加えられていない温水または冷水で行う（可能であれば完全脱

イオン水を使用する）。処理する器材に応じて、求められるすすぎの質

や安全性に応じて、添加剤を使用しない中間すすぎを数回行う。 

 
5.熱水消毒／最終すすぎ 
 完全脱イオン水を使用し器材表面上のシミ、変色、カルキ、腐食を

避ける。滅菌プロセスに影響する結晶の組成も防止する。 

 乾燥時間を短縮するためにリンス剤を加える場合は、被洗浄物の材

質適合性を確認する必要がある。 

（リンス剤は、樹脂やゴムの種類によっては膨潤や硬化などの影響を

及ぼす恐れがある。他、デンタルミラーなどの器材を洗浄した際、最

終すすぎに添加する潤滑防錆剤やリンス剤によりガラス表面に被膜が

形成され、視認性が損なわれることも考えられる。材質適合性のない

器材に対処するため、添加剤を使用しない洗浄工程が備えられている

ことが好ましい。）＜訳者注＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.乾 燥 
 WD またはその他適切な手段によって、確実に十分な乾燥を行わな

ければならない。使用する処理剤の濃度、温度および曝露時間につい

ては、必ず製造業者の取扱説明書に準じなければならない。これによっ

て好結果が保証され、器材素材の品質が最大限に維持される。プロセ

スケミカルズの自動投入の検証がされていなければならない。  

すすぎが不十分なために生じた洗浄剤残留物 

 

適切な洗浄剤を使用

する！ 
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特別な取り扱いを必要とする器材 
 損傷し易い器材は、器材が安全に保持される場所を確保し（例えば

スタンドや適したカセットなど）、効果的にすすぎができる方法を採用

することによって、WD による再生処理を実行することができる。 
 
 各種器材のための特別な必須確認項目は下記の通り。 

 
■ 歯周組織診査用プローブなどの損傷しやすい器材は、保護のため

に特別なカセットに入れなければならない。 

■ ドリル、バー、研磨器具など回転する部品のある器材は、製造業

者により明確に許可されている場合は、WD による再生処理のみ

が可能である。洗浄、すすぎに適切な特別な器材のスタンドに配

置されなければならない。追加的に超音波による前処理が必要な

場合もある。 

■ 根管治療用器材は常に、繊細な部分の保護と怪我のリスク低減の

ために適した器具のスタンドに入れて処理するべきである。 

■ 内部のすすぎのために、内腔のある超音波スケーラー用チップは

特別なすすぎ用アダプターに接続し内部のすすぎを確実に行う。

腐食を防ぐために最終すすぎでは完全脱イオン水を使用する。 

■ ハンドピース（モーター用ハンドピース、タービン等）は製造業

者の取扱説明書を確認し、内部を洗浄、すすぎをするために専用

アダプターが用意されており、明確に製造業者によって許可され

ている場合は WD による再生処理を実施できる。また、これらの

器材にも洗浄・潤滑・消毒工程を一元的にこなせる特別な機械が

ある。（ハンドピース専用の洗浄・乾燥・注油・滅菌を一連の工程

として行う機械が使用されている。）＜訳者注＞これらの器材にも

また、洗浄、保護、消毒プロセスを統合する特別な器具がある。 

■ 歯科用ミラーは損傷しやすい。例えば、銀で背面加工されたミラー

は再生処理により曇ってしまう場合がある。対照的にロジウム加

工されたミラーは、耐性はより高いが物理的衝撃に弱いため、専

用の固定器具が必要である。 

 
 （3%過酸化水素溶液、ブラシや超音波など）強力な洗浄手段を行っ

ても除去できない、頑固で凝した残渣が付着した器材は、もはや正常

な機能と衛生状態を保証できないため、廃棄しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バースタンド 

ハンドピース 

 

 

6.3 超音波洗浄 
 超音波洗浄は、ステンレス鋼製器材、または硬質プラスチック素材

の洗浄に対して非常に適した洗浄方法である。 
 同様に繊細な器材も、超音波を利用して効果的に洗浄及び消毒する

ことができる。 
（本邦においては、消毒剤を用いた工程を備えている超音波洗浄装置

は一般的ではない。）＜訳者注＞ 

 強力な超音波によって、他の方法では洗い難い箇所の汚れでも除去

することができる。 
  

 原則的には槽内における用手洗浄および消毒に必要な準備と同様な

要求事項が適用される。ただし、以下の特別な条件に準拠する必要が

ある。 
 

水 位 

 水位は洗浄槽の規定ラインまで満たされていなければならない。 
 
適切な洗浄液／消毒液 

 適切な洗浄液や消毒液を水で希釈しなければならない。 
 
血液凝固を防ぐために、50°C 以上にならないようにする 

 洗浄に効果的な温度は、40℃～50℃である。使用器材によっては、

洗浄・消毒時の温度・曝露時間については、常に製造業者の取扱説明

書に注意を払う事が必要である。 

 

脱 気 

 初めて消毒液もしくは洗浄液を使用する前には脱気（空気溜まりを

除去すること）をする必要がある。（超音波洗浄槽の洗浄液を交換した

直後に、洗浄液中の空気を除去するために脱気操作を行うこともある

ので、製造業者の指示を守ることが大切である。）＜訳者注＞ 

 

洗浄液／消毒液の交換時期 

 超音波洗浄槽内の重度の汚染は、洗浄能力を損ない、腐食のリスク

を増大させる。一定の使用条件によって、洗浄液は、製造業者の指示

に従って定期的に交換しなければならない。 

 

 さらに確実な洗浄結果を得るために、下記事項を常に遵守する。 

 

■ 器材は、洗浄を有効にするために適切なカセットやバスケットに

収納する。 

■ 洗浄する器材を洗浄液に完全に浸漬させる。 

（器材が水面より出ている場合は超音波の効力が発揮されない。さら

に、コップ類を洗浄液に浸漬する時に内部に空気が残存すると空気の

層で超音波が反射され、その部分は洗浄されない。したがって、洗浄

液に浸漬する時には器材の内部に空気が残存しないようにする必要が

ある。）＜訳者注＞ 

■ ハサミなど、ヒンジで連結した器材は、重なった表面を最小限に

洗浄槽を準備する 

超音波洗浄装置 
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水 位 

 水位は洗浄槽の規定ラインまで満たされていなければならない。 
 
適切な洗浄液／消毒液 

 適切な洗浄液や消毒液を水で希釈しなければならない。 
 
血液凝固を防ぐために、50°C 以上にならないようにする 

 洗浄に効果的な温度は、40℃～50℃である。使用器材によっては、

洗浄・消毒時の温度・曝露時間については、常に製造業者の取扱説明

書に注意を払う事が必要である。 

 

脱 気 

 初めて消毒液もしくは洗浄液を使用する前には脱気（空気溜まりを

除去すること）をする必要がある。（超音波洗浄槽の洗浄液を交換した

直後に、洗浄液中の空気を除去するために脱気操作を行うこともある

ので、製造業者の指示を守ることが大切である。）＜訳者注＞ 

 

洗浄液／消毒液の交換時期 

 超音波洗浄槽内の重度の汚染は、洗浄能力を損ない、腐食のリスク

を増大させる。一定の使用条件によって、洗浄液は、製造業者の指示

に従って定期的に交換しなければならない。 

 

 さらに確実な洗浄結果を得るために、下記事項を常に遵守する。 

 

■ 器材は、洗浄を有効にするために適切なカセットやバスケットに

収納する。 

■ 洗浄する器材を洗浄液に完全に浸漬させる。 

（器材が水面より出ている場合は超音波の効力が発揮されない。さら

に、コップ類を洗浄液に浸漬する時に内部に空気が残存すると空気の

層で超音波が反射され、その部分は洗浄されない。したがって、洗浄

液に浸漬する時には器材の内部に空気が残存しないようにする必要が

ある。）＜訳者注＞ 

■ ハサミなど、ヒンジで連結した器材は、重なった表面を最小限に

洗浄槽を準備する 

超音波洗浄装置 
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するため、開いた状態にしておかなければならない。 

■ 被洗浄物を詰め過ぎないこと。 

■ 吸引チューブのような内腔のある器材は、内包された空気を確実

に除去するために超音波槽に斜めに置かれなければならない。 

■ 刃先などのブレード部は、金属部分と接触させてはならない。 
 
 超音波洗浄の後、器材は徹底的に手ですすぐか、機械で再処理する。

用手によるすすぎには新しい水道水を使用して、洗浄液や消毒液の残

留物がないように完全に除去する。ウォータースポットが残らないよ

う、最終すすぎには完全脱イオン水の使用を推奨する。 

 

特殊な歯科用器材の取り扱い 

 

 ハンドピース（モーター用ハンドピース、タービン）などは、決し

て超音波洗浄槽に浸漬してはならない。 

 

 
 回転部分を有する歯科用器材は、必ず適切な洗浄液や消毒液で処理

すること。超音波洗浄の前に器材同士の接触破損を防ぐために、（鋭い

カッティングエッジ又はダイヤモンド粒子など）専用のスタンドに収

納する必要がある。ポリッシングブラシや研磨用ポイントのような弾

性のある器材は超音波を吸収するため、超音波洗浄槽で洗浄できない。

（シリコンマットなど柔らかい物は、超音波による洗浄効果を著しく

減じるため、洗浄効果の確認をして使用すべきである。（極力用いない

方が望ましい））＜訳者注＞ 
  

 カラーコード化された根管治療用器材や陽極酸化処理されたアルミ

ニウム製ハンドルは、色別機能損失の恐れがあるためアルカリ性洗浄

液での処理は避ける。 

 

 クロムでメッキされた真鍮や陽極酸化処理されたアルミニウム、プ

ラスチックなどのステンレス以外のスタンドやトレーには、専用の洗

浄液や消毒液を使用する。 

 

 歯科用ミラーは、超音波による洗浄で損傷することがあるため禁忌

（詳細は製造業者に確認すること）。 

 

 表面や溶接部分を腐食する危険性があるため、セメントリムーバー

のような酸性溶液は、必要最低限の使用にとどめる。 
 
 

 
 
 

腐食した充填器 
原因：酸性のセメントリムーバーによる

浸食 
 

ハンドピース、アン

グルピース、タービ

ン用、シャンクなど 

回転部分や振動する

部品を有する器材 

根管治療器材 

クロムメッキされた 
器材やアルミニウム器材 

歯科用ミラー 

重要事項：徹底的に

すすぐ 

 

 

7. 点検と手入れ 
 適切な洗浄の標準化は、確実な滅菌を行うために不可欠である。滅

菌する器材は目で見ても清浄であり、すなわち目に見える残留物が

あってはならない。これを目視で点検する。ハンドルの構造部分、ジョ

イント、ジョー（把持部）の鋸歯状部分などの重要な部分は、特に注

意深い点検が必要である。器材の点検をする際は、ライトがついた拡

大鏡を使用することが望ましい。とりわけ、内腔構造のある器材の清

浄度に疑いがある場合、蛋白質や血液に対する化学的検査を行わなけ

ればならない。 

 
 カニューレのような内腔を有する器材は、すべて詰まりがないか点

検しなければならない。汚れが詰まった器材は再生処理しなければな

らない。それでも効果がなかった場合、その器材は交換しなければな

らない。 

 
 洗浄不良の器材は再洗浄を行い、十分にすすぎ洗いをしなければな

らない： 

 

 金属表面がこすれるようなヒンジがある器材は、機能試験を行うと

きに液状のオイルまたは適量のオイルを垂らして潤滑を行う。 

 
 メンテナンスや手入れは、器材を注意深く洗浄・消毒した後に、器

材のジョイント、ヒンジ、ロック、ネジ山、あるいはクランプ・はさ

みなどの摺動面に専用の潤滑剤を注油する。これによって金属同士の

摩擦を最小限にして、摩擦による腐食の防止手段となる。 

 

 これにより器材の機能性を維持し、ヒンジの動きは維持される。 

 
 手術器材用手入れ剤（潤滑剤）の必要条件： 

■ パラフィン／ホワイトオイルベース 

■ 現行の欧州もしくは米国薬局方の生体適合性に準拠したもの 

■ 蒸気滅菌に適し、かつ蒸気透過性があること 

 
 器材は、シリコンオイルを配合した手入れ剤（潤滑剤）を使用して

処理してはならない。シリコンオイルを配合した手入れ剤（潤滑剤）

は、器材の機能や蒸気滅菌後の結果に悪影響を及ぼすことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器材のグリップに血液の残留 

原因：不十分な洗浄 

スプレーまたはオイル滴下による器材

の潤滑 
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するため、開いた状態にしておかなければならない。 

■ 被洗浄物を詰め過ぎないこと。 

■ 吸引チューブのような内腔のある器材は、内包された空気を確実

に除去するために超音波槽に斜めに置かれなければならない。 

■ 刃先などのブレード部は、金属部分と接触させてはならない。 
 
 超音波洗浄の後、器材は徹底的に手ですすぐか、機械で再処理する。

用手によるすすぎには新しい水道水を使用して、洗浄液や消毒液の残

留物がないように完全に除去する。ウォータースポットが残らないよ

う、最終すすぎには完全脱イオン水の使用を推奨する。 

 

特殊な歯科用器材の取り扱い 

 

 ハンドピース（モーター用ハンドピース、タービン）などは、決し

て超音波洗浄槽に浸漬してはならない。 

 

 
 回転部分を有する歯科用器材は、必ず適切な洗浄液や消毒液で処理

すること。超音波洗浄の前に器材同士の接触破損を防ぐために、（鋭い

カッティングエッジ又はダイヤモンド粒子など）専用のスタンドに収

納する必要がある。ポリッシングブラシや研磨用ポイントのような弾

性のある器材は超音波を吸収するため、超音波洗浄槽で洗浄できない。

（シリコンマットなど柔らかい物は、超音波による洗浄効果を著しく

減じるため、洗浄効果の確認をして使用すべきである。（極力用いない

方が望ましい））＜訳者注＞ 
  

 カラーコード化された根管治療用器材や陽極酸化処理されたアルミ

ニウム製ハンドルは、色別機能損失の恐れがあるためアルカリ性洗浄

液での処理は避ける。 

 

 クロムでメッキされた真鍮や陽極酸化処理されたアルミニウム、プ

ラスチックなどのステンレス以外のスタンドやトレーには、専用の洗

浄液や消毒液を使用する。 

 

 歯科用ミラーは、超音波による洗浄で損傷することがあるため禁忌

（詳細は製造業者に確認すること）。 

 

 表面や溶接部分を腐食する危険性があるため、セメントリムーバー

のような酸性溶液は、必要最低限の使用にとどめる。 
 
 

 
 
 

腐食した充填器 
原因：酸性のセメントリムーバーによる

浸食 
 

ハンドピース、アン

グルピース、タービ

ン用、シャンクなど 

回転部分や振動する

部品を有する器材 

根管治療器材 

クロムメッキされた 
器材やアルミニウム器材 

歯科用ミラー 

重要事項：徹底的に

すすぐ 

 

 

7. 点検と手入れ 
 適切な洗浄の標準化は、確実な滅菌を行うために不可欠である。滅

菌する器材は目で見ても清浄であり、すなわち目に見える残留物が

あってはならない。これを目視で点検する。ハンドルの構造部分、ジョ

イント、ジョー（把持部）の鋸歯状部分などの重要な部分は、特に注

意深い点検が必要である。器材の点検をする際は、ライトがついた拡

大鏡を使用することが望ましい。とりわけ、内腔構造のある器材の清

浄度に疑いがある場合、蛋白質や血液に対する化学的検査を行わなけ

ればならない。 

 
 カニューレのような内腔を有する器材は、すべて詰まりがないか点

検しなければならない。汚れが詰まった器材は再生処理しなければな

らない。それでも効果がなかった場合、その器材は交換しなければな

らない。 

 
 洗浄不良の器材は再洗浄を行い、十分にすすぎ洗いをしなければな

らない。 

 

 金属表面がこすれるようなヒンジがある器材は、機能試験を行うと

きに液状のオイルまたは適量のオイルを垂らして潤滑を行う。 

 
 メンテナンスや手入れは、器材を注意深く洗浄・消毒した後に、器

材のジョイント、ヒンジ、ロック、ネジ山、あるいはクランプ・はさ

みなどの摺動面に専用の潤滑剤を注油する。これによって金属同士の

摩擦を最小限にして、摩擦による腐食の防止手段となる。 

 

 これにより器材の機能性を維持し、ヒンジの動きは維持される。 

 
 手術器材用手入れ剤（潤滑剤）の必要条件： 

■ パラフィン／ホワイトオイルベース 

■ 現行の欧州もしくは米国薬局方の生体適合性に準拠したもの 

■ 蒸気滅菌に適し、かつ蒸気透過性があること 

 
 器材は、シリコンオイルを配合した手入れ剤（潤滑剤）を使用して

処理してはならない。シリコンオイルを配合した手入れ剤（潤滑剤）

は、器材の機能や蒸気滅菌後の結果に悪影響を及ぼすことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器材のグリップに血液の残留 

原因：不十分な洗浄 

スプレーまたはオイル滴下による器材

の潤滑 
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手入れ方法の正しい実施： 

 器材は室温まで冷却して開閉しないと、部分的に擦れあって金属が

摩耗する可能性がある。このような「フレッチング（微少摩耗）」が起

こると器材が動き難くなったり、使用できなくなったりする。 

 手入れ剤（潤滑剤）は、ジョイント、摩擦面に塗布しなければなら

ない。余分についた手入れ剤は、リントフリークロス（不織布）でふ

き取らなければならない。 

 
 潤滑剤はスプレー噴霧や機械での注入では不十分であり、加えて腐

食防止効果も十分ではない。手入れ剤（潤滑剤）用の浸漬槽は、細菌

が増殖する原因となるので使用すべきではない。（本邦では作業の容易

さから、浸漬タイプや最終すすぎ工程に添加する希釈可能な潤滑防錆

剤が使用されている。一方、欧州では、洗浄後にメンテナンスオイル

による潤滑処理を器材ごとに施すのが主流である。希釈タイプの潤滑

防錆剤は、器材局部に使用する注油タイプのメンテナンスオイルに比

べ、潤滑効果が劣る場合もあるため、求められる器材の機能に応じて

使い分けることが推奨される。また、潤滑防錆剤を浸漬使用する場合

は、使用濃度、交換頻度などの使用上の注意を順守するとともに、浸

漬槽の衛生管理に注意が必要である。）＜訳者注＞ 

 

 プラスチック面を潤滑剤で処理してはならない。 

 

 しかしながら、例外がある： 
 

■ ハンドピース（モーター用ハンドピース、タービン）などの複雑

な内部構造の手入れには、製造業者の指示に従い専用のメンテナ

ンスオイルを使用して、手入れしなければならない。 
■ さまざまな器材は特定の使用目的のために作られたものであり、

その用途で機能しなくなった器材は、確実に見つけ出して廃棄で

きるような機能試験を実施しなければならない。試験方法につい

て疑問があれば、製造業者に問い合わせること。 

■ 点検後、壊れやすい歯科器材は、搬送中の破損を防ぐために特別

な入れ物に入れなければならない。必要に応じて、歯科器材が動

くのを防ぐために適切なケース（カセット）を使用しなければな

らない。 

■ 刃の付いた器材（歯周治療用器材、歯科用エキスカベータ、歯肉

縁トリマー、鋭いキュレット）は、定期的にシャープニングしな

ければならない。刃物の先端がシャープで機能を保証するために

は、毎回使用後に器具を研ぎ直すとよい。 

 
 しかし、日常的にシャープニングができても、薄くすり減って損傷

し、破折しやすくなることがある。これらの器材は、通常作業でかか

る圧力で屈曲や破損の危険性がある場合には、除去・廃棄しなければ

ならない。  

壊れやすい部品は

特別に保管 

ハンドピースとアングルピース

の内部構造 

刃のついた器材は

研ぎ直す 

鈍になった歯周治療用器材 

 

 

8. 包 装 
 

 国際規格 EN ISO 11607 第 1 部および第 2 部を、滅菌が必要な包装

される器材に適用する。この規格では、包装材料（第 1 部）と包装工

程のバリデーション（第 2 部）について規定している。（本邦において

は JIS T 0841-1、2として発行）＜訳者注＞ 
 

 滅菌する器材の包装は、無菌バリアシステムを実現するものでなけ

ればならない。微生物が包装内に入らないようにし、無菌状態での取

り出しを可能にしなければならない。また包装は、無菌的状態で容易

に開封できるものでなければならない。無菌バリアシステムは、指定 

された条件下での再汚染を防ぐ微生物バリアを示す。それらの条件は、

次のとおりである。 

 

■ 温 度 

■ 気 圧 

■ 湿 度 

■ 日 光 

■ 清浄性 

■ 病原体汚染 
 

 保護的包装は、無菌バリアシステムを損傷から防止するために設計

された追加の梱包材である。器材は、包装工程から使用する瞬間まで

保護される。（包装システムは、器材の無菌性を維持するための無菌バ

リアシステムと使用直前まで無菌バリアシステムを損傷から防止する

保護的包装からなっている。保護的包装は、二重袋の外装から、それ

を集合した収納袋やトレー、段ボールなどまで広い範囲を包含してい

る。したがって、保護的包装には滅菌済みの包装から未滅菌の汚染し

ている包装まで種々混在しているので、器材を清潔野に搬入する場合

には、その点を注意して取り扱う必要がある。）＜訳者注＞ 
 

 無菌バリアシステムは再利用可能なシステム（滅菌コンテナ）と使

い捨てのタイプ（不織布、紙、透明の袋）がある。 

 

 容器および保管システムにより、器材の性能を維持することができ

る。 

 

 包装は滅菌の結果に大きな影響を与える。 

 そのため、包装システム（無菌バリアシステムと保護的包装）は、

滅菌工程と適合しなければならない。包装材料は滅菌剤を妥当な限度

を超えて吸収してはならず、滅菌剤中でいかなる変質も起こしてはな

らない。包装時の組み立てまたはシール（梱包／密封）の検証結果は

滅菌検証の前に行われなければならない（滅菌前に包装がバリアの完

全性をもっていなければならない）。しかしながら、新材料を使用する

ときは、必ず性能評価（バリデーション）をやり直さなければならな

い。 

 

無菌バリアシステム 

シーラーでの滅菌包装 

保護的包装 
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手入れ方法の正しい実施： 

 器材は室温まで冷却して開閉しないと、部分的に擦れあって金属が

摩耗する可能性がある。このような「フレッチング（微笑摩耗）」が起

こると器材が動き難くなったり、使用できなくなったりする。 

 手入れ剤（潤滑剤）は、ジョイント、摩擦面に塗布しなければなら

ない。余分についた手入れ剤は、リントフリークロス（不織布）でふ

き取らなければならない。 

 
 潤滑剤はスプレー噴霧や機械での注入では不十分であり、加えて腐

食防止効果も十分ではない。手入れ剤（潤滑剤）用の浸漬槽は、細菌

が増殖する原因となるので使用すべきではない。（本邦では作業の容易

さから、浸漬タイプや最終すすぎ工程に添加する希釈可能な潤滑防錆

剤が使用されている。一方、欧州では、洗浄後にメンテナンスオイル

による潤滑処理を器材ごとに施すのが主流である。希釈タイプの潤滑

防錆剤は、器材局部に使用する注油タイプのメンテナンスオイルに比

べ、潤滑効果が劣る場合もあるため、求められる器材の機能に応じて

使い分けることが推奨される。また、潤滑防錆剤を浸漬使用する場合

は、使用濃度、交換頻度などの使用上の注意を順守するとともに、浸

漬槽の衛生管理に注意が必要である。）＜訳者注＞ 

 

 プラスチック面を潤滑剤で処理してはならない。 

 

 しかしながら、例外がある： 
 

■ ハンドピース（モーター用ハンドピース、タービン）などの複雑

な内部構造の手入れには、製造業者の指示に従い専用のメンテナ

ンスオイルを使用して、手入れしなければならない。 
■ さまざまな器材は特定の使用目的のために作られたものであり、

その用途で機能しなくなった器材は、確実に見つけ出して廃棄で

きるような機能試験を実施しなければならない。試験方法につい

て疑問があれば、製造業者に問い合わせること。 

■ 点検後、壊れやすい歯科器材は、搬送中の破損を防ぐために特別

な入れ物に入れなければならない。必要に応じて、歯科器材が動

くのを防ぐために適切なケース（カセット）を使用しなければな

らない。 

■ 刃の付いた器材（歯周用治療器材、歯科用エキスカベータ、歯肉

縁トリマー、鋭いキュレット）は、定期的にシャープニングしな

ければならない。刃物の先端がシャープで機能を保証するために

は、毎回使用後に器具を研ぎ直すとよい。 

 
 しかし、日常的にシャープニングができても、薄くすり減って損傷

し、破折しやすくなることがある。これらの器材は、通常作業でかか

る圧力で屈曲や破損の危険性がある場合には、除去・廃棄しなければ

ならない。  

壊れやすい部品は

特別に保管 

ハンドピースとアングルピース

の内部構造 

刃のついた器材は

研ぎ直す 

鈍になった歯周治療用器材 

 

 

8. 包 装 
 

 国際規格 EN ISO 11607 第 1 部および第 2 部を、滅菌が必要な包装

される器材に適用する。この規格では、包装材料（第 1 部）と包装工

程のバリデーション（第 2 部）について規定している。（本邦において

は JIS T 0841-1、2として発行）＜訳者注＞ 
 

 滅菌する器材の包装は、無菌バリアシステムを実現するものでなけ

ればならない。微生物が包装内に入らないようにし、無菌状態での取

り出しを可能にしなければならない。また包装は、無菌的状態で容易

に開封できるものでなければならない。無菌バリアシステムは、指定 

された条件下での再汚染を防ぐ微生物バリアを示す。それらの条件は、

次のとおりである。 

 

■ 温 度 

■ 気 圧 

■ 湿 度 

■ 日 光 

■ 清浄性 

■ 病原体汚染 
 

 保護的包装は、無菌バリアシステムを損傷から防止するために設計

された追加の梱包材である。器材は、包装工程から使用する瞬間まで

保護される。（包装システムは、器材の無菌性を維持するための無菌バ

リアシステムと使用直前まで無菌バリアシステムを損傷から防止する

保護的包装からなっている。保護的包装は、二重袋の外装から、それ

を集合した収納袋やトレー、段ボールなどまで広い範囲を包含してい

る。したがって、保護的包装には滅菌済みの包装から未滅菌の汚染し

ている包装まで種々混在しているので、器材を清潔野に搬入する場合

には、その点を注意して取り扱う必要がある。）＜訳者注＞ 
 

 無菌バリアシステムは再利用可能なシステム（滅菌コンテナ）と使

い捨てのタイプ（不織布、紙、透明の袋）がある。 

 

 容器および保管システムにより、器材の性能を維持することができ

る。 

 

 包装は滅菌の結果に大きな影響を与える。 

 そのため、包装システム（無菌バリアシステムと保護的包装）は、

滅菌工程と適合しなければならない。包装材料は滅菌剤を妥当な限度

を超えて吸収してはならず、滅菌剤中でいかなる変質も起こしてはな

らない。包装時の組み立てまたはシール（梱包／密封）の検証結果は

滅菌検証の前に行われなければならない（滅菌前に包装がバリアの完

全性をもっていなければならない）。しかしながら、新材料を使用する

ときは、必ず性能評価（バリデーション）をやり直さなければならな

い。 
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 器材の性能を維持するには、水分の残留物は腐食損傷を引き起こす

ため、器材を十分に乾燥させることも重要である。不織布を使用する

場合、乾燥工程を妨げないよう注意が必要である。 

 

包装品の情報として、以下の情報を記載する： 
■ 滅菌実施日 

■ 包装者 

■ 滅菌有効期限、あるいは（該当する場合）「製品の耐用期間」 

■ 内容物 

 
 

9. 滅 菌 
 欧州規格（EN）においては、患者に使用する被滅菌物の適用は、正

しい洗浄と消毒を行うとともに、必要であればバリデーションされた

滅菌工程に従った包装材料で滅菌されなければならない。そして、被

滅菌物として扱われるものについては、滅菌物の供給に関して定めら

れた規則や規定に従って保管されなければならない。したがって、バ

リデーションされた滅菌工程に従った滅菌方法と滅菌器を使用するこ

とが重要である。滅菌に使用する各種付属品と包装材料は、用いられ

る滅菌方法と滅菌物に応じて適切に選定しなければならない。 
 それとともに、使用される滅菌器の使用者の使用説明書は厳密に守

られなければならない。歯科診療では、蒸気滅菌を選択すべきである！ 
 
 

9.1 蒸気滅菌 
 蒸気滅菌は、通常、134℃の飽和蒸気を用いて滅菌する。 
（英国などの欧州諸国では、134℃の滅菌温度が使用されることが 

多い。本邦では蒸気滅菌器に関する旧JISで滅菌温度として135℃ 
の規定があったため、最高滅菌温度は135℃が主流である。 
ただし、滅菌温度については被滅菌物の耐熱温度以下で可能な限 

り高い温度の飽和蒸気を用いることが原則である。以下、蒸気滅 

菌についての解説は134℃と記載しているが、本邦においては135℃ 

と読み替えても構わない。）＜訳者注＞ 

 

 滅菌器や滅菌方法は現行の規準、規定に合致していなければいけな

い。 

 

 滅菌器の種類は、EN13060（小型蒸気滅菌器に関する欧州規格）に

従って 3 つのカテゴリーに分かれる。 

 

 クラス B：包装された、固形物、多孔性物、中腔物用の滅菌器 

 クラス N：未包装の固形器材用の滅菌器 

 クラス S：小型滅菌器の製造業者により特定された器材用の滅菌器 

 （固形物：インスツルメント等、多孔性物、リネン類等、中腔物：

ハンドピース等）＜訳者注＞ 

 

マーキング 

滅菌器の適合性、機能性の 
確認 

小型蒸気滅菌器 

乾 燥 

 

 

 注記： 

 クラス B：世界共通のアプリケーション 

 クラス B 滅菌器は歯科医院においてユニバーサルアプリケーション

として推奨される。他のタイプの滅菌器に対しては次のような制約が

ある。 

■クラス N の小型滅菌器は包装された器材に適さないため、滅菌によ 

 り再生処理される器材に対して通常は適切ではない。（本邦では重力 

 置換式滅菌器は JIS T7324：2005に則っていれば、包装品用小型高  

 圧蒸気滅菌器として認証されている。）＜訳者注＞ 

■クラス S の滅菌器は治療用器材のような特定の器材に対して適して 

 いる。 

 

 常に指定された日々のチェック、メンテナンス規定に従う。製造業

者の取扱説明書を遵守しなければならない。 

 

  蒸気滅菌器には脱イオン水、もしくは、蒸留水のみ使用すること。 

 水道水の使用は器材や滅菌器への付着物や腐食の原因となる。 

（本邦では重力置換式滅菌器では水道水が使用されることが多い。使 

 用する水は製造業者の取扱説明書に従う。）＜訳者注＞ 

 

 化学的インジケータを一回の滅菌運転で多数使用する場合、特に、

器材に化学的インジケータが直接接触していると器材の表面の汚れに

つながることがある。これは銀製品や銀メッキされた製品に特にあて

はまる。 
 

 バリデーションされた蒸気滅菌工程で ISO 17665 の規定（ドイツで

は DIN 58946、Part 6）などに従って運用され、圧力、温度、非凝縮

性気体などの全ての工程管理に関連したパラメータの基準値が記録さ

れていれば滅菌の検証に化学的インジケータを用いることは有効であ

る。滅菌に使用する蒸気は不純物を含まず、滅菌工程に障害を与えた

り、滅菌器や滅菌物を損傷したりしてはならない。これを確保するた

めに、EN13060、附属書 C の表において、ボイラー給水および凝縮水

の水質に関して限界値が定められている。 
 この基準が守られない場合には、例えば、配管系からの錆粒子によ

る「もらい錆」の発生や塩化物濃度の高い蒸気の使用による器材に腐

食が生じることがある。また、二酸化珪素のレベルが高くなると器材

表面に変色を生じることがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「使用中」の化学的イン

ジケータによる汚れの発

生 

EN285、または EN13060
に従って蒸気の品質を確

保する 

ピンセット表面のシミ 
原因：不適切な蒸気の品質 

蒸気凝縮物中の不純物で生じたマーブリ

ング（大理石の表面のような模様） 
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ため、器材を十分に乾燥させることも重要である。不織布を使用する

場合、乾燥工程を妨げないよう注意が必要である。 
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リデーションされた滅菌工程に従った滅菌方法と滅菌器を使用するこ
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 それとともに、使用される滅菌器の使用者の使用説明書は厳密に守

られなければならない。歯科診療では、蒸気滅菌を選択すべきである！ 
 
 

9.1 蒸気滅菌 
 蒸気滅菌は、通常、134℃の飽和蒸気を用いて滅菌する。 
（英国などの欧州諸国では、134℃の滅菌温度が使用されることが 
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り高い温度の飽和蒸気を用いることが原則である。以下、蒸気滅 

菌についての解説は134℃と記載しているが、本邦においては135℃ 

と読み替えても構わない。）＜訳者注＞ 
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滅菌器の蒸気の凝縮水の汚染度、滅菌器の給水ラインで測定 
成分／特性 凝縮物 
珪酸塩（SiO2） ≤ 0.1 mg/l  
鉄 ≤ 0.1 mg/l  
カドミウム ≤ 0.005 mg/l  
鉛 ≤ 0.05 mg/l  
鉄、カドミウム、鉛を除く重金属の残留物 ≤ 0.1 mg/l  
塩化物（Cl） ≤ 0.1 mg/l  
リン酸塩（P2O5） ≤ 0.1 mg/l  
電気伝導率（25℃）  ≤ 3 μS/cm  
pH（酸性度） 5～7 
外観 無色透明、沈殿物なし 
硬度（アルカリ土類金属イオン濃度合算値） ≤ 0.02 mmol/l  

（0.02mmol/L＝2mg/L（アメリカ硬度）である。）＜訳者注＞ 
 
 給水に多量の重炭酸塩が含まれている場合、滅菌蒸気中の非凝縮性

気体の含有量が増加して、滅菌性能に悪影響を及ぼすことがある。 
（非凝縮性気体とは、蒸気中に含まれる空気、二酸化炭素、窒素 
 などの気体を指す。）＜訳者注＞ 
 
 コンテナ容器内が湿っていると器材を腐食させる恐れがある。乾燥

不良は、間違った積載をしたり、乾燥に対して不適切な種類の不織布

を使用した場合頻繁に生じる。原則として、溜まった凝縮水の大部分

が直接滅菌器外に排出されるよう、重量のある器材を一番低い位置に

置くべきである。（一番下に配置した滅菌物から発生する凝縮水は滅菌

器のスチームトラップを経由して排水される。しかし上段、中段に配

置した場合には発生した凝縮水は下に置いた滅菌物を濡らすため、乾

燥不良を引き起こす事がある。従って乾燥不良を低減するためには発

生する凝縮水が多い重い滅菌物は一番下の段に置くことが望ましい。）

＜訳者注＞ 
 
 運用上は、残留する水分が 15 分以内に蒸発し得る数滴の水は許容さ

れるが、水がたまったままのものは許容できない。しかしながら、数

滴の水で斑点を生じることもあるため、残留水分を完全に防止するに

は、使用している滅菌器の製造業者に相談する。  
 
 歯科用器材に個別の処理が必要な場合は、蒸気滅菌器に適用される

次の指示に従う。 

■ 回転用器材のためのドリル、バーなどは蒸気滅菌できる。（本邦で

は切削用バーにはステンレスおよびタングステンカーバイドが使

用されており、タングステンカーバイド製のものは、洗浄後、完

全に水分を乾燥し、防錆剤を用いてから滅菌しなければ黒変・腐

食の危険性がある。）＜訳者注＞ 

■ できるだけ処理時間を短くするため、ハンドピース（モーター用

ハンドピース、タービン等）は 134℃で滅菌処理すべきである。 

出典：EN 13060 附属書 C、2009 年版 

注：凝縮物のサンプル採取方法については、

第 22.4 章を参照 

残留水分／湿気による

腐食の危険性 

 

 

■ 歯科用ミラーは蒸気滅菌が可能であるが、消耗しやすく、また水

分の侵入によって曇りやすくなる。これは素材によって膨張係数

が異なることによる。 

 

 

9.2  乾熱滅菌 
 乾熱滅菌は、すでに最先端の技術ではないが、現在でもまれに使用

されている。乾熱滅菌器で滅菌を実施している場合は、今でも次の指

示は有効であり、遵守しなければならない。 
  
 185℃を超えた高温ではパラフィン油が樹脂化する。それにより潤滑

機能が損なわれ、器材の機能が低下する。 

 
 指定された温度を著しく超えると、硬度低下の危険性に加え、腐食

の危険性も生じる。その結果、機能性が低下して、器材が使用できな

くなる場合が多い。同様にカラーリングなどのプラスチック製品にも

悪影響を及ぼし、さらに高温では破壊させることもある。 

 

 滅菌器内の温度分布を均一に保つために、滅菌する器材に熱が均等

に分布するように、滅菌器への積載方法の指示は厳密に守らなければ

ならない！ 治療用器材は、決して乾熱滅菌してはならない。 

 

 
10. 保 管 
10.1  滅菌されていない器材の保管 
 悪条件下で保管した器材は腐食する場合がある。これを防ぐには、

乾燥した無塵の条件で保管しなければならない。大幅な温度変動は器

材の表面に水分を凝縮させるため、避けなければならない。 

 化学薬品が金属に直接接触すると、金属を破壊したり腐食性蒸気を

出したりすることがある。器材は決して化学薬品の近くに保管しては

ならない! 

 

 器材の保管は、器材同士が傷つかないように整理しておくこと。作

業者が受傷する危険性を低減し、施設内で分かるような適切なシステ

ムを利用しなければならない。病原体に対するさらなる防護には、専

用の保管システムが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所定の温度を超えてはな

らない！ 
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リン酸塩（P2O5） ≤ 0.1 mg/l  
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滴の水で斑点を生じることもあるため、残留水分を完全に防止するに

は、使用している滅菌器の製造業者に相談する。  
 
 歯科用器材に個別の処理が必要な場合は、蒸気滅菌器に適用される

次の指示に従う。 

■ 回転用器材のためのドリル、バーなどは蒸気滅菌できる。（本邦で

は切削用バーにはステンレスおよびタングステンカーバイドが使

用されており、タングステンカーバイド製のものは、洗浄後、完

全に水分を乾燥し、防錆剤を用いてから滅菌しなければ黒変・腐

食の危険性がある。）＜訳者注＞ 

■ できるだけ処理時間を短くするため、ハンドピース（モーター用

ハンドピース、タービン等）は 134℃で滅菌処理すべきである。 

出典：EN 13060 附属書 C、2009 年版 

注：凝縮物のサンプル採取方法については、
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■ 歯科用ミラーは蒸気滅菌が可能であるが、消耗しやすく、また水

分の侵入によって曇りやすくなる。これは素材によって膨張係数

が異なることによる。 

 

 

9.2  乾熱滅菌 
 乾熱滅菌は、すでに最先端の技術ではないが、現在でもまれに使用

されている。乾熱滅菌器で滅菌を実施している場合は、今でも次の指

示は有効であり、遵守しなければならない。 
  
 185℃を超えた高温ではパラフィン油が樹脂化する。それにより潤滑

機能が損なわれ、器材の機能が低下する。 

 
 指定された温度を著しく超えると、硬度低下の危険性に加え、腐食

の危険性も生じる。その結果、機能性が低下して、器材が使用できな

くなる場合が多い。同様にカラーリングなどのプラスチック製品にも

悪影響を及ぼし、さらに高温では破壊させることもある。 

 

 滅菌器内の温度分布を均一に保つために、滅菌する器材に熱が均等

に分布するように、滅菌器への積載方法の指示は厳密に守らなければ

ならない！ 治療用器材は、決して乾熱滅菌してはならない。 

 

 
10. 保 管 
10.1  滅菌されていない器材の保管 
 悪条件下で保管した器材は腐食する場合がある。これを防ぐには、

乾燥した無塵の条件で保管しなければならない。大幅な温度変動は器

材の表面に水分を凝縮させるため、避けなければならない。 

 化学薬品が金属に直接接触すると、金属を破壊したり腐食性蒸気を

出したりすることがある。器材は決して化学薬品の近くに保管しては

ならない! 

 

 器材の保管は、器材同士が傷つかないように整理しておくこと。作

業者が受傷する危険性を低減し、施設内で分かるような適切なシステ

ムを利用しなければならない。病原体に対するさらなる防護には、専

用の保管システムが望ましい。 
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10.2 滅菌済み器材の保管 
 患者への使用時まで器材の無菌性を保証するために、絶対に耐微生

物包装が必要である。滅菌物を保護状態で保管し、腐食による損傷を

防止するためのそれ以外の要件は、無塵で乾燥した環境と温度変動の

防止である。この条件であれば 6 ヶ月間（またはそれ以上）保管でき

る。詳細は DIN EN 868 注 1）とドイツ規格 DIN 58 953、Part 9 注 2）の

表 1 を参照されたい。 

注 1）ヨーロッパ規格 EN868 シリーズを各国毎に適用した規格であり、基本 
   的には EN868 を参照。 
注 2) 表１は、種々の高圧蒸気滅菌法と各種包装法との適合性を集約した一 
   覧表である。一般的に認識されていることについては、以下の文献を参 
   照。 
参考文献：「医療現場の滅菌」第Ⅶ章 医療現場の滅菌包装 へるす出版発行 
 
 滅菌した軟性内視鏡を正しく保管するには、そのシャフトをよじれ

させず、十分大きなループ状態で保管する必要がある。滅菌ガス等の

エアレーション後の物品は、再汚染を防ぐために密閉したキャビネッ

トの中で保管するとよい。 
 
 

11. 表面の変化、付着物、腐食、  
劣化、膨潤および応力腐食割れ 

11.1  金属／付着物－有機物残渣 
 多くの医療機器には長期にわたる日常的使用において、化学的・加

熱的および物理的ショックにより表面変化が生じる。これらの表面変

化が通常の使用に直接起因しない場合には、再生処理工程が原因であ

ると考えられる。表面変化が生じた際には、以下のような手順で除去

および表面の損傷発生を避けるようなシステムの実施が望ましい。 

 

■ 本質・発生源・原因の特定 

■ 危険性評価 

■ 必要に応じて、製造業者の推奨事項に従い、変化した部分の修復

を行う。 

■ 再発防止のために適切な予防対策をとり、次に器材の取り扱い工

程全体のバリデーションを行う。 

 

 故障が発生した製品の再加工や修理は、変化の原因が特定され、な

おかつ適切な対策処置がとられた場合にのみ有用である。 

 下記の例はすべて、上記の 4 つのステップに基づいて成り立ってい

る。これらはステンレス鋼製器材とプラスチックやゴム製品に、頻繁

に見られる表面変化の例である。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
  
 
 錆あるいは血液色を呈する沈着物が見られることが多い。 

 処置により発生する血液や蛋白質などに含まれる塩分や薬品の残留

により、使用直後から発生する。 

 

■ 処置使用後、再処理までに時間を要したことによる乾燥残留物 

■ 不適切な消毒液の使用 

■ 汚れた洗浄剤や消毒剤の使用 

■ 処理後のすすぎが不十分 

■ 超音波洗浄において洗浄効果が及ばないために洗浄不良の部位が

存在 

■ 不適切なメンテナンスやウォッシャーディスインフェクターでの

処理 

■ 最初の給水サイクルにおいて、45℃以上の高温すぎる給水による

固着 

■ 効果的でないすすぎ（器材の表面および内部へのすすぎ圧不足お

よび到達していない部分の存在） 

■ 超音波洗浄槽あるいは浸漬槽から、多くの血液、洗浄剤、消毒剤

等が洗浄機にもちこされたことにより発泡し、それによる洗浄効

果の低下 

■ 不適切な器材の容器やトレーを用いた積載や過積載 

■ 分解可能な器材であるにもかかわらず適切に分解していない、ヒ

ンジのある器材を閉じた状態で処理した、または設置位置が不適

切であるため、洗浄効果が不十分 
 

■ 十分な洗浄 

■ 浸漬槽の定期的な交換 

■ 超音波を用い、再洗浄を行う。 

■ 汚染部分を見極め、再度、用手洗浄する。 
■ 3%過酸化水素（H2O2）溶液中への浸漬（約 5 分間） 
 

表面変化の種類 

ヒンジ部の重なりあう部分に血液の残留がある 
原因：器材を閉じた状態で洗浄した 

ヒンジ部分が洗浄されている 
理由：器材を洗浄するときに開いた状態

にした 

発生原因 

推奨する処理方法 

有機残留物 
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10.2 滅菌済み器材の保管 
 患者への使用時まで器材の無菌性を保証するために、絶対に耐微生

物包装が必要である。滅菌物を保護状態で保管し、腐食による損傷を

防止するためのそれ以外の要件は、無塵で乾燥した環境と温度変動の

防止である。この条件であれば 6 ヶ月間（またはそれ以上）保管でき

る。詳細は DIN EN 868 注 1）とドイツ規格 DIN 58 953、Part 9 注 2）の

表 1 を参照されたい。 

注 1）ヨーロッパ規格 EN868 シリーズを各国毎に適用した規格であり、基本 
   的には EN868 を参照。 
注 2) 表１は、種々の高圧蒸気滅菌法と各種包装法との適合性を集約した一 
   覧表である。一般的に認識されていることについては、以下の文献を参 
   照。 
参考文献：「医療現場の滅菌」第Ⅶ章 医療現場の滅菌包装 へるす出版発行 
 
 滅菌した軟性内視鏡を正しく保管するには、そのシャフトをよじれ

させず、十分大きなループ状態で保管する必要がある。滅菌ガス等の

エアレーション後の物品は、再汚染を防ぐために密閉したキャビネッ

トの中で保管するとよい。 
 
 

11. 表面の変化、付着物、腐食、  
劣化、膨潤および応力腐食割れ 

11.1  金属／付着物－有機物残渣 
 多くの医療機器には長期にわたる日常的使用において、化学的・加

熱的および物理的ショックにより表面変化が生じる。これらの表面変

化が通常の使用に直接起因しない場合には、再生処理工程が原因であ

ると考えられる。表面変化が生じた際には、以下のような手順で除去

および表面の損傷発生を避けるようなシステムの実施が望ましい。 
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■ 再発防止のために適切な予防対策をとり、次に器材の取り扱い工
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 故障が発生した製品の再加工や修理は、変化の原因が特定され、な

おかつ適切な対策処置がとられた場合にのみ有用である。 

 下記の例はすべて、上記の 4 つのステップに基づいて成り立ってい

る。これらはステンレス鋼製器材とプラスチックやゴム製品に、頻繁
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■ 処置使用後、再処理までに時間を要したことによる乾燥残留物 

■ 不適切な消毒液の使用 

■ 汚れた洗浄剤や消毒剤の使用 

■ 処理後のすすぎが不十分 

■ 超音波洗浄において洗浄効果が及ばないために洗浄不良の部位が
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■ 不適切なメンテナンスやウォッシャーディスインフェクターでの

処理 

■ 最初の給水サイクルにおいて、45℃以上の高温すぎる給水による

固着 

■ 効果的でないすすぎ（器材の表面および内部へのすすぎ圧不足お

よび到達していない部分の存在） 

■ 超音波洗浄槽あるいは浸漬槽から、多くの血液、洗浄剤、消毒剤

等が洗浄機にもちこされたことにより発泡し、それによる洗浄効

果の低下 

■ 不適切な器材の容器やトレーを用いた積載や過積載 

■ 分解可能な器材であるにもかかわらず適切に分解していない、ヒ

ンジのある器材を閉じた状態で処理した、または設置位置が不適

切であるため、洗浄効果が不十分 
 

■ 十分な洗浄 

■ 浸漬槽の定期的な交換 

■ 超音波を用い、再洗浄を行う。 

■ 汚染部分を見極め、再度、用手洗浄する。 
■ 3%過酸化水素（H2O2）溶液中への浸漬（約 5 分間） 
 

表面変化の種類 

ヒンジ部の重なりあう部分に血液の残留がある 
原因：器材を閉じた状態で洗浄した 

ヒンジ部分が洗浄されている 
理由：器材を洗浄するときに開いた状態

にした 

発生原因 

推奨する処理方法 

有機残留物 

39歯科用器材の再生処理 器材の性能を長期間維持するために、第 4 版 2016、www.a-k-i.org



 

 

■ 処置後、食塩水などの表面上の付着した汚染物は直ちに除去する。 

■ 乾燥または固着の原因物質を排除する。 

■ 処置終了時から洗浄までの放置時間を短縮することにより、乾燥

を最小限にする（6 時間未満）。 
■ 湿式搬送処理においては、アルデヒド化合物とアルコールを含ま

ない適切な消毒液を使用する。 

■ 冷水を用いた予備すすぎを行う。 

■ ウォッシャーディスインフェクターのプログラムの適正化を行う。 

■ 衛生面でのリスク－患者への感染の危険性。例えば、血液のよう

に高濃度の塩素イオンを含有するものは、ステンレス鋼でさえも

腐食させる可能性がある。 

 

 

11.2 金属／付着物－プロセスケミカルズの残渣 
 残留の範囲・器材の種類および表面の品質により、濃淡に色分けさ

れた灰色の沈着物や変色がみられる。なお、滅菌処理を行うことで、

より明確に見つけやすくなる。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 処理剤が、中間すすぎ、または最終すすぎで十分に除去されていな

い（水流が到達していない部分の存在または不適切な積載）。 
 
 

■ リントフリークロス（不織布）による拭き取り 

■ 器材製造業者の推奨する専用の酸性洗浄剤による処理（使用する

際には WD 製造業者、器材製造業者に確認すること。）＜訳者注＞ 

 

 完全脱イオン水を用いて正しく器材を並べて十分な中間すすぎまた

は最終すすぎを行う。分解および洗浄に関しては、製造業者の取扱説

明書を遵守すること。 

 

 

 他の項で説明されているようにプロセスケミカルズの残留によって

も、変色することがある。 

 

予防対策 

リスク評価 

表面変化の種類 

明視化された残留物がみられる

内腔を有する器材 
ウォッシャーディスインフェクターへの不適切な積載 

発生原因 

推奨する処理方法 

予防対策 

リスク評価 

 

 

11.3  金属／付着物－硬度成分により生じた斑点 

 
 
 
 乳白色から灰色を呈する着色／変色で、条件により器材の表面（また

はウォッシャーディスインフェクターの内壁）の広範囲にわたり、境

界の明確な特異な形状の斑点がみられる。 
 
 洗浄工程または最終すすぎでの用水に含まれる硬度成分（カルシウ

ムやマグネシウムなどのミネラル成分）。 

 

■ リントフリークロス（不織布）による拭き取り 

■ 器材製造業者の推奨する専用の酸性洗浄剤による処理（使用する

際には WD 製造業者、器材製造業者に確認すること。）＜訳者注＞ 

 

■ 洗浄工程と中間すすぎ工程に、軟水化処理した水を使用する。 

■ 機械洗浄時での発生防止対策として、最終すすぎには完全脱イオ

ン水を使用することが望ましい。 

 

■ 表面的な影響のみで、腐食ではない。 

 
 
11.4  金属／付着物－珪酸塩およびその他の無機

系沈着物 
 器材の再生処理において、珪酸塩を原因とする沈着物が最も頻繁に

発生する。 

 
 
 
 
 
 
 
  

表面変化の種類 

カルシウムスケールが多量に 
付着した洗浄槽内 

カルシウムスケールが付着し

た器材 

発生原因 

推奨する処理方法 

予防対策 

リスク評価 

表面変化の種類 

蒸気滅菌後にみられる、脱イオン水中の過剰な珪酸によって引き起こされた、器材

表面上の典型的な珪酸塩沈着物による変色 

珪酸塩を含む洗浄剤、または水に含まれる過剰な濃度の珪酸により引き起こされるすすぎ 
チャンバーおよび器材表面の典型的な珪酸塩による変色 

40 歯科用器材の再生処理 器材の性能を長期間維持するために、第 4 版 2016、www.a-k-i.org



 

 

■ 処置後、食塩水などの表面上の付着した汚染物は直ちに除去する。 

■ 乾燥または固着の原因物質を排除する。 

■ 処置終了時から洗浄までの放置時間を短縮することにより、乾燥

を最小限にする（6 時間未満）。 
■ 湿式搬送処理においては、アルデヒド化合物とアルコールを含ま

ない適切な消毒液を使用する。 

■ 冷水を用いた予備すすぎを行う。 

■ ウォッシャーディスインフェクターのプログラムの適正化を行う。 

■ 衛生面でのリスク－患者への感染の危険性。例えば、血液のよう

に高濃度の塩素イオンを含有するものは、ステンレス鋼でさえも

腐食させる可能性がある。 

 

 

11.2 金属／付着物－プロセスケミカルズの残渣 
 残留の範囲・器材の種類および表面の品質により、濃淡に色分けさ

れた灰色の沈着物や変色がみられる。なお、滅菌処理を行うことで、

より明確に見つけやすくなる。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 処理剤が、中間すすぎ、または最終すすぎで十分に除去されていな

い（水流が到達していない部分の存在または不適切な積載）。 
 
 

■ リントフリークロス（不織布）による拭き取り 

■ 器材製造業者の推奨する専用の酸性洗浄剤による処理（使用する

際には WD 製造業者、器材製造業者に確認すること。）＜訳者注＞ 

 

 完全脱イオン水を用いて正しく器材を並べて十分な中間すすぎまた

は最終すすぎを行う。分解および洗浄に関しては、製造業者の取扱説

明書を遵守すること。 

 

 

 他の項で説明されているようにプロセスケミカルズの残留によって

も、変色することがある。 

 

予防対策 

リスク評価 

表面変化の種類 

明視化された残留物がみられる

内腔を有する器材 
ウォッシャーディスインフェクターへの不適切な積載 

発生原因 

推奨する処理方法 

予防対策 

リスク評価 

 

 

11.3  金属／付着物－硬度成分により生じた斑点 

 
 
 
 乳白色から灰色を呈する着色／変色で、条件により器材の表面（また

はウォッシャーディスインフェクターの内壁）の広範囲にわたり、境

界の明確な特異な形状の斑点がみられる。 
 
 洗浄工程または最終すすぎでの用水に含まれる硬度成分（カルシウ

ムやマグネシウムなどのミネラル成分）。 

 

■ リントフリークロス（不織布）による拭き取り 

■ 器材製造業者の推奨する専用の酸性洗浄剤による処理（使用する

際には WD 製造業者、器材製造業者に確認すること。）＜訳者注＞ 

 

■ 洗浄工程と中間すすぎ工程に、軟水化処理した水を使用する。 

■ 機械洗浄時での発生防止対策として、最終すすぎには完全脱イオ

ン水を使用することが望ましい。 

 

■ 表面的な影響のみで、腐食ではない。 

 
 
11.4  金属／付着物－珪酸塩およびその他の無機

系沈着物 
 器材の再生処理において、珪酸塩を原因とする沈着物が最も頻繁に

発生する。 

 
 
 
 
 
 
 
  

表面変化の種類 

カルシウムスケールが多量に 
付着した洗浄槽内 

カルシウムスケールが付着し

た器材 

発生原因 

推奨する処理方法 

予防対策 

リスク評価 

表面変化の種類 

蒸気滅菌後にみられる、脱イオン水中の過剰な珪酸によって引き起こされた、器材

表面上の典型的な珪酸塩沈着物による変色 

珪酸塩を含む洗浄剤、または水に含まれる過剰な濃度の珪酸により引き起こされるすすぎ、 
チャンバーおよび器材表面の典型的な珪酸塩による変色 
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 手術器材や WD および滅菌器庫の内壁表面に発生する、広範囲の虹

状の変色、または斑点状の変色や水滴状の着色などさまざまな形状の

黄褐色や青紫色の変色。 
 
 イオン交換器や逆浸透水処理装置（RO 水装置）を用いて完全脱イ

オン水を製造する時の珪酸の混入。 
 
■ 洗浄剤のすすぎ工程が不十分なために、珪酸塩を含有する洗浄剤

が機械洗浄の再生処理の最終すすぎ工程に混入 
■ 機械洗浄での再生処理の最終すすぎ工程や、滅菌器の蒸気凝縮物

（例えば配管からの銅など）由来の他の無機物 

■ 無機系沈着物は製造業者が推奨する特別な酸性洗浄剤を用いて除

去する。 

 
■ 頑固な沈着物(珪酸沈着物)は弗化水素酸を含有した薬剤で除去す

ることができる。 

■ 製造業者による機械的表面処理 

■ 資格のある修理業者による修理作業の実施 

 

 洗浄装置の最終すすぎ工程には、珪酸が含まれていない完全脱イオ

ン水を使用する。洗浄剤の次工程への持ち越しを次の方法で防ぐ： 

■ トレーを正しく積載すること、また液体がたまる可能性のある構

造の被洗浄物(例：シャーレやダッペングラス等)は適切な位置に

置き固定すること。 

■ 洗浄剤の分注装置が正しく作動していることを確認する。 

■ 機械洗浄の再生処理工程で、十分な中和とすすぎが行われている

ことを確認する。 

■ 蒸気滅菌には EN 285（Appendix B，表 B.1）または EN13060 
Appendix C で定められた水質の水を用いる。 

 

 表面的な影響だけで、腐食はない。衛生的なリスクはなし。 

 器材のレーザーマーキングは、酸性洗浄剤の処理で影響を受ける（漂 

白される）ことがある。ラベルが読みとり難くなり識別機能が損なわ 

れ、全く読み取れなくなる場合がある。 

発生原因 

推奨する処理方法 

予防対策 

リスク評価 

 

 

11.5 金属／付着物－酸化による変色 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 光沢のある灰黒色の酸化クロムの不動態被膜は、切除用器材(例: 剪

刀)として、しばしば最初に識別されるマルテンサイト系ステンレス鋼

だけでなく、鋭利でない器材(例:鉗子、ピンセット)の場合にも形成さ

れる。 

  

 チタン製素材（純チタンまたは合金）の場合、表面の変色では、一

様にさまざまな彩色（例: 灰色、青、紫、赤、山吹色、緑）、またはシ

ミのような斑点が形成される場合がある。 

 

 機械洗浄で処理する場合に、最終すすぎの段階で除去される中和剤

や洗浄工程において未だ特定されていない他の不動態被膜形成により、

硬化ステンレス鋼にも前述と同様な事が起こる。ステンレス鋼の場合、

不動態皮膜は通常透明であるが、成分、密度、厚さに応じ、黒色とな

る場合がある。灰黒色酸化クロム不動態被膜を形成する性質は、特に

上記で言及した材料組成の影響とあわせクロム含有量／炭素含有量の

比によって決定される。実際には炭素含有量が多いほど、より速く灰

黒色へと変化することを意味している。 

 
 チタン製素材の場合、様々な再生処理における湿熱や洗浄剤により、

表面の酸化、ひいては表面の変色に至る場合がある。 

 酸化チタンの沈着物は、成分、密度、厚さにより透明または複数／

単一の色に変色するかもしれない。 

 
 変色の除去は、沈着物の特性のため推奨されないが、必要であれば

製造業者または専門の修理サービスにより行うことができる。どちら

の場合も、適切な表面処理が要求される（鋼鉄の場合は機械的、チタ

ンの場合は化学的）。ステンレス鋼の場合、腐食に対し耐性が大幅に向

上しているため、基本的な洗浄剤で沈着物を取り除いても影響はない。 

 

 

 

 

 

 

表面変化の種類 
 

クロム鋼のシャフト部

分が黒く変色し、クロ

ム・ニッケル鋼製のハ

ンドルおよび作用部に

光沢が残る 
 

クランプの細部：ロック 
およびリング部分 

チタン製の変色した器材のハンドル 

発生原因 

推奨する処理方法 
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 手術器材や WD および滅菌器庫の内壁表面に発生する、広範囲の虹

状の変色、または斑点状の変色や水滴状の着色などさまざまな形状の

黄褐色や青紫色の変色。 
 
 イオン交換器や逆浸透水処理装置（RO 水装置）を用いて完全脱イ

オン水を製造する時の珪酸の混入。 
 
■ 洗浄剤のすすぎ工程が不十分なために、珪酸塩を含有する洗浄剤

が機械洗浄の再生処理の最終すすぎ工程に混入 
■ 機械洗浄での再生処理の最終すすぎ工程や、滅菌器の蒸気凝縮物

（例えば配管からの銅など）由来の他の無機物 

■ 無機系沈着物は製造業者が推奨する特別な酸性洗浄剤を用いて除

去する。 

 
■ 頑固な沈着物(珪酸沈着物)は弗化水素酸を含有した薬剤で除去す

ることができる。 

■ 製造業者による機械的表面処理 

■ 資格のある修理業者による修理作業の実施 

 

 洗浄装置の最終すすぎ工程には、珪酸が含まれていない完全脱イオ

ン水を使用する。洗浄剤の次工程への持ち越しを次の方法で防ぐ： 

■ トレーを正しく積載すること、また液体がたまる可能性のある構

造の被洗浄物(例：シャーレやダッペングラス等)は適切な位置に

置き固定すること。 

■ 洗浄剤の分注装置が正しく作動していることを確認する。 

■ 機械洗浄の再生処理工程で、十分な中和とすすぎが行われている

ことを確認する。 

■ 蒸気滅菌には EN 285（Appendix B，表 B.1）または EN13060 
Appendix C で定められた水質の水を用いる。 

 

 表面的な影響だけで、腐食はない。衛生的なリスクはなし。 

 器材のレーザーマーキングは、酸性洗浄剤の処理で影響を受ける（漂 

白される）ことがある。ラベルが読みとり難くなり識別機能が損なわ 

れ、全く読み取れなくなる場合がある。 

発生原因 

推奨する処理方法 

予防対策 

リスク評価 

 

 

11.5 金属／付着物－酸化による変色 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 光沢のある灰黒色の酸化クロムの不動態被膜は、切除用器材(例: 剪

刀)として、しばしば最初に識別されるマルテンサイト系ステンレス鋼

だけでなく、鋭利でない器材(例:鉗子、ピンセット)の場合にも形成さ

れる。 

  

 チタン製素材（純チタンまたは合金）の場合、表面の変色では、一

様にさまざまな彩色（例: 灰色、青、紫、赤、山吹色、緑）、またはシ

ミのような斑点が形成される場合がある。 

 

 機械洗浄で処理する場合に、最終すすぎの段階で除去される中和剤

や洗浄工程において未だ特定されていない他の不動態被膜形成により、

硬化ステンレス鋼にも前述と同様な事が起こる。ステンレス鋼の場合、

不動態皮膜は通常透明であるが、成分、密度、厚さに応じ、黒色とな

る場合がある。灰黒色酸化クロム不動態被膜を形成する性質は、特に

上記で言及した材料組成の影響とあわせクロム含有量／炭素含有量の

比によって決定される。実際には炭素含有量が多いほど、より速く灰

黒色へと変化することを意味している。 

 
 チタン製素材の場合、様々な再生処理における湿熱や洗浄剤により、

表面の酸化、ひいては表面の変色に至る場合がある。 

 酸化チタンの沈着物は、成分、密度、厚さにより透明または複数／

単一の色に変色するかもしれない。 

 
 変色の除去は、沈着物の特性のため推奨されないが、必要であれば

製造業者または専門の修理サービスにより行うことができる。どちら

の場合も、適切な表面処理が要求される（鋼鉄の場合は機械的、チタ

ンの場合は化学的）。ステンレス鋼の場合、腐食に対し耐性が大幅に向

上しているため、基本的な洗浄剤で沈着物を取り除いても影響はない。 

 

 

 

 

 

 

表面変化の種類 
 

クロム鋼のシャフト部

分が黒く変色し、クロ

ム・ニッケル鋼製のハ

ンドルおよび作用部に

光沢が残る 
 

クランプの細部：ロック 
およびリング部分 

チタン製の変色した器材のハンドル 

発生原因 

推奨する処理方法 
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 ステンレス鋼の場合、中和剤を正確に投入すること。適切に最終す

すぎを行い、中和剤の残留物を取り除く。チタン製素材の場合、素材

の特性により再生処理時の絶対的な周囲の状況（温度、処理剤、湿度）

の結果として表面で多かれ少なかれ目に見えて常に反応を示すため、

事実上防ぐことはできない。 

 

 腐食ではない―審美性への影響。チタン製の場合、変色の結果とし

て失われた識別用カラーコーディング（例えば医療機器のサイズを示

す色分け）も安全上のリスクを示すものではなく、酸化膜の異なる特

性の形成による変色が発生しても、まったく問題はない。つまり、生

体適合性、衛生面、機能性、対応年数に関する制約事項はないことを

意味する。 
 

 
11.6  金属／腐食－孔食 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予防対策 

リスク評価 

表面変化の種類 

孔食を生じたはさみ 

孔食の例 

電子顕微鏡で拡大（200 倍）した孔食 

孔食を生じたピンセット 
原因：カラーコードバンドの

経年劣化により塩化物を含む

有害成分が浸透する 

 

 

 ステンレス鋼にできたピンで刺したような腐食孔は、顕微鏡でなけ

れば見えないほど小さいものが多く、その腐食孔は光沢、赤色、ある

いは多色の腐食孔に囲まれ、環状の腐食堆積物を伴うことが多い。（低

品質の素材を用いた器材や、ステンレス鋼の異種金属接触腐食に見ら

れる、素材特有の空洞や異物混入と混同してはならない。） 

 

■ ステンレス鋼ではハロゲンイオン（臭化物イオン、ヨウ化物イオ

ン、塩化物イオン）、特に塩化物イオンの曝露によって、器材の鋼

の不動態皮膜が部分的に破壊されて孔食を生ずる。 

■ 血液、膿汁、分泌物など乾燥した有機残留物（第 11.1 章「金属／

付着物 - 有機物残渣」を参照） 

■ 塩化物含有量の高い液体を使用した場合、器材表面に付着したこ

の液体の乾燥残留物によって孔食が起こることが多い。具体的に

は最終すすぎの水の塩化物濃度が高すぎた場合、あるいは生理食

塩水が器材の表面に残留している場合など。 

■ 新品器材の不動態皮膜は未だ薄いので、塩化物を含んだ溶液の影

響を受けやすい。一定期間使用した器材は不動態皮膜が厚くなっ

ており、塩化物への抵抗性も高くなっている。 
 

 腐食は製造業者の取扱説明書に従って、酸性の洗浄剤で溶解するこ

とができる。その跡に残った腐食孔を機械的に処理する場合もある（製

造業者あるいは専門の修理業者による再加工）。 

 

 塩化物による孔食は、使用後の器材を処理するときに用いる水の水

質を塩化物濃度の低いものにすると防止できる。さらに、生理食塩水

などの塩化物を含む溶液の器材との接触を最小限にすることで、通常

は防止することができる。  

 

■ 著しく腐食した器材は、患者および使用者の安全のため直ちに使

用（および器材再生サイクル）を中止すること 

■ 器材の性能を維持するために、孔食腐食の原因を必ず取り除くこ

と 

■ 孔食は衛生上危険性がある上に、応力腐食割れや破損を引き起こ

すこともある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発生原因 

推奨する処理方法 

予防対策 

リスク評価 
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11.7 金属／腐食－摩擦による腐食 
 

 
 
 

 摩擦部分に生じる茶色の汚れや変色または錆の形成。 

 

 潤滑が不十分であると、こすれ合う金属摩擦面（例えば穿孔用器材

の接合部や摺動部）に腐食を生じる。この場合、微細な摩擦によって

不動態皮膜が破壊され傷ついた磨耗部分に水分や付着物（血液残渣な

ど）が容易に堆積することで、擦過腐食が発生する。 

 

■ 腐食のある器材は廃棄するか、可能ならば修理する。 

■ 通常は再研磨すれば、腐食痕を修理できる。 

■ 再加工を繰り返すと、器材の取り扱いや操作性に影響し機能性も

低下し、使用不能となる。 

 

■ 高圧蒸気滅菌後の器材を室温まで冷ます。 

■ 器材の手入れ・点検を正しく行う。器材の機能点検を実施する前

に、器材に潤滑剤を確実に塗布する。 

■ 潤滑剤は手作業で直接、接合部分に滴下または噴霧する。 

■ 器材を数回開閉すると、接合部に潤滑剤が一様にムラなく塗布さ

れる。 

 

■ 器材に適した潤滑剤を使用しなければならない。 

■ パラフィン／ホワイトオイルなどを基剤とするもの 

■ 最新の薬局方に適合したもの 

■ 材料と油膜との境界面での蒸気透過性があり蒸気滅菌可能である

もの 

■ 潤滑剤が接合部に堆積することによる動作不良を発生しないもの 

 

 擦過腐食により器材の機能を損なうか完全に使用できなくなる。擦

過による腐食は孔食を生じることがある。 

 

  

 
 
 
 
 

表面変化の種類 

ヒンジ部分（剪刀） 

発生原因 

推奨する処理方法 

予防対策 

リスク評価 

 

 

11.8  金属／腐食－応力腐食 
 

 
 
 
 
 
 
 
 電解・陽極腐食割れあるいは応力腐食割れを生じると、目に見える

亀裂となり破損にいたることが多い。 

 

 剪刀の接合部分などのように亀裂が隠れていて、見ることができな

い場合がある。 

 

 変形もなく表面には見えない状態で亀裂が進行していることも非常

に多い（通常、腐食生成物に関連性がある）。 

 

 この種の腐食は、高い引張応力の加わった部分や部品に影響を与え

ることが多い。 

■ 不適切なデザインまたは製造工程（留め金やネジ接続部、溶接や

ハンダ付け接続部などの圧入接続部） 

■ 応力腐食割れは、不適切な修理の場合にも生じることがある（限

度を超えた高い圧力が加わるときなど）。 

■ 強い引張り力が加わった状態での再生処理（ラチェットを完全に

閉じた時など） 

■ 器材に過剰な応力やひずみが生じた状態で高温状態などの腐食が

促進される環境での再生処理。 

塩化物を含む水が腐食の主な原因となるが、残渣や薬剤なども考

慮しておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表面変化の種類 

詳細：典型的な粒界割れの生じたはさみの

ヒンジ接続部分 

発生原因 

詳細：典型的な粒界割れした締め付け金具 
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なし（修復は不可能）。 
 
■ 接合部のある器材は開いた状態で洗浄し、ラチェット機構の器材

は滅菌する際、第一ラチェットでロックする。 

■ 塩化物の負荷を最小限に減らす（例えば血液や薬剤などの残留物

を減らし、洗浄、最終すすぎ、および滅菌には脱イオン水を使用

するなど）。 

■ 過剰な応力が加わるような無理な取り扱いを避ける。 

■ 器材の修理は、製造業者または特に認可された専門の修理業者に

依頼する。 
 
■ 腐食した器材は、患者および使用者の安全のため直ちに使用（お

よび器材再生サイクル）を中止すること。 

■ 器材の性能を維持するために、孔食腐食の原因を必ず取り除くこ

と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

推奨する処理方法 

予防対策 

リスク評価 

 

 

11.9 金属／腐食－表面腐食 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ ステンレスでは、光沢のない灰色の表面を呈していることが多く、

腐食原因となる付着物により腐食が誘発される。 

■ 炭素鋼または工具鋼は黒い光沢のない表面を呈する。腐食防止層

が除去されたり、損傷している器材やドリルは、腐食原因となる

時着物により損傷が誘発される。タングステンカーバイド製ドリ

ルは、黒く変色したり急速に劣化する。カーバイド製の部品が取

り付けられた器材の溶接部分の表面は、茶色く錆びる。 

  

表面変化の種類 

腐蝕した工具鋼製ドリルの

先端 
原因：腐食防止層がないた

め、材質が機械洗浄に適し

ていない 

腐蝕したステンレス鋼製

のはさみ 
原因：日常的な洗浄剤の過

剰な使用により、酸による

損傷が継続的に起こった 
 

腐蝕したタングステンカー

バイド製ドリルの先端 
原因：酸性洗浄剤の使用 

左：酸性のセメント除去材による部分的な損傷、右：血液による損傷 
原因：長時間にわたる除去材や血液の接触または使用後の不適切な洗浄方法 

腐蝕したカーバイド製持針器の溶接部とカーバイド製のはさみ 
原因：中和剤の過剰投入によるリン酸によって損傷が生じた 

重度の変質を起こした、未加工および陽極酸化処理されたアルミニウム製バースタンドとコンテナ 
原因：素材に適していないアルカリ洗浄液の過剰投入 
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原因：長時間にわたる除去材や血液の接触または使用後の不適切な洗浄方法 

腐食したカーバイド製持針器の溶接部とカーバイド製のはさみ 
原因：中和剤の過剰投入によるリン酸によって損傷が生じた 

重度の変質を起こした、未加工および陽極酸化処理されたアルミニウム製バースタンドとコンテナ 
原因：素材に適していないアルカリ洗浄液の過剰投入 
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■ 通常、陽極酸化された表面が粉状の灰白色腐食生成物を生じた場

合、陽極酸化皮膜が損傷したことが原因である。 

■ 陽極酸化処理した着色面において、部分的にあるいは完全に退色

するのは、アルカリ濃度の高い洗浄剤の使用があった場合である。 

 

化学的・電気化学的影響は酸などの影響により下記材料に生じる： 

■ ステンレス鋼 

■ ろう着の接続部 

■ 熱処理されたタングステンカーバイド製器材 

■ ステンレス鋼、工具鋼、非合金鋼の場合には、長期間の水／凝縮

液による影響 

■ 陽極酸化処理されたアルミニウム製品（無着色／着色された陽極

酸化処理された表面）への酸性またはアルカリ性溶液の過度な作

用 

 

■ 損傷が許容範囲を超えていたり安全性が確保されない場合には、

専門の修理業者により、溶接の有無に関わらずステンレス表面を

器械的に再処理する。 

■ タングステンカーバイド製器材や陽極酸化されたカーバイド器材

は、処理不可である。 

 

■ 陽極酸化された接合部の有無に関わらず、ステンレス器材を使用

する際には、常に酸性洗剤や中和剤の推奨される適用について確

認すること。 

■ 単回使用で廃棄される器材や損傷していたり、合金でなく腐食層

のある損傷した古い器材や金属製ドリルは、可能であればステン

レス器材に交換する。 

 

■ 錆びているものと錆びていないものを一緒に搬送し、器材同士が

擦れ合いもらい錆などの影響を受けた器材は、廃棄されなければ

ならない。う蝕治療で使用され金属が摩耗したタングステンカー

バイド製のドリルは速やかに廃棄する。 

■ 長期使用後に起こる、外観および陽極酸化処理表面の摩耗に対す

る耐性の変化は、器材の摩耗につながる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発生原因 

推奨する処理方法 

予防対策 

リスク評価 

 

 

11.10 金属／腐食－接触腐食 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ステンレス鋼製器材のみを使用した時には、接触部分が僅かに腐食 

して小さな点状またはリング状の青褐色の変色を生じることがある。 

この種の接触腐食は、孔食と間違えられることが多い。しかし、慎重 

に精査すると腐食部分の中心に孔がないことが分かる。このような個 

所は僅かに擦られていて表面はむしろ平滑である。 

 
 接触腐食は、ステンレス鋼と非鉄金属（洋銀、真鍮、銅）の組み合

わせで頻繁に認められ、湿気などの周囲の状況によって接触部分やそ

の外側にも腐食層が生じる。ステンレス鋼製器材のみで発生する接触

腐食は、これまで洗浄装置を用いて洗浄を行った場合に見られた。接

触部分での微細な摩擦によって不動態皮膜が部分的に磨耗する。それ

によってその部分は一時的に腐食保護層がなくなり、上記の表面変化

を生じる。 

 

 異種材料の組み合わせで造られた器材（真鍮とステンレス鋼）や、

器材セットに新（ステンレス）旧（クロムメッキ）の器材が混在して

いる場合、クロムやニッケル層の剥げたあるいは不完全な器材(管腔ハ

ンドル付きのキュレットやリトラクターなど)によって、この種の腐食

は洗浄中と同様に滅菌中にも発生する。 

 

 ステンレス鋼製器材のみを使用している場合には、表面変化は軽微

で腐食のある器材にも他の腐食のない器材に対しても危険性はない。

このような表面の状態は、数回再生処理サイクルを繰り返すと消失す

る。酸性洗浄剤と中和剤によってこれらの付着物は通常直ちに溶解し

て、逆に不動態化が加速される。 

 

 ニッケルやクロムをメッキした器材の保護層が損傷を受けて接触腐

食が発生した場合は、通常これを修復する方法がない。もし疑問点が

ある場合には器材の製造業者に問い合わせること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表面変化の種類 

接触腐食：ステンレス鋼とステンレス鋼 接触腐食：ステンレス鋼と真鍮 

発生原因 

推奨する処理方法 
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を生じる。 
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器材セットに新（ステンレス）旧（クロムメッキ）の器材が混在して
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ンドル付きのキュレットやリトラクターなど)によって、この種の腐食
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 ステンレス鋼製器材のみを使用している場合には、表面変化は軽微
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このような表面の状態は、数回再生処理サイクルを繰り返すと消失す

る。酸性洗浄剤と中和剤によってこれらの付着物は通常直ちに溶解し
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食が発生した場合は、通常これを修復する方法がない。もし疑問点が
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表面変化の種類 

接触腐食：ステンレス鋼とステンレス鋼 接触腐食：ステンレス鋼と真鍮 

発生原因 

推奨する処理方法 
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 ステンレス鋼製器材を超音波洗浄や洗浄装置などで洗浄するときに

は震動を避ける（例えば洗浄／消毒装置、あるいはウォッシャーディ

スインフェクターを確実に水平な状態で収納する）。 

 保護層の損傷が著しい（剥げ落ちた、剥がれた）ニッケルやクロム

メッキの器材は、ステンレス鋼製器材と交換する。 

 

 ステンレス鋼製器材のみを使用している場合は、少量の汚染物質で

は損傷を起こすほどの腐食の原因になり難いため、器材にある既存の

腐食の有無を問わずリスクはないと言える。この場合は患者への危険

性もない。しかしステンレス鋼と非鉄金属の器材を併用するときには、

保護層の破損の程度によっては、損傷のない器材にかなりの腐食が発

生することがある。 

 

 

11.11 金属／腐食－外部要因および散在する錆／

その結果生じる錆 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 個別に不規則に散在する微量の錆 

■ 褐色で大部分が局在化した腐食の原因となる汚染物質（錆の発生） 

■ 錆の著しい製品と広い面積で直接接触すると、接触面に錆による

損傷が起こることがある。 

■ 配管から出た微量の錆 

■ 鉄分や錆を含んだ水の使用、あるいは微量の錆を含んだ蒸気の使

用 

 

 

 

 

 

 

 

予防対策 

リスク評価 

表面変化の種類 

発生原因 

左側のフィルターに粒子状

の腐食 

原因：滅菌チャンバーの重度

の腐食により損傷が生じた 

バーの錆 
原因：ディスポーザブル器具の再生処理 
 

 

 

■ 鋼製のバーなど、耐腐食性のないディスポーザブル製品に付着し

た錆は、滅菌中に移動して他の器材全面に分散することがある。 

■ 保護層が損傷または完全に剥がれてしまった（長期間使用した器

材に多い）、耐腐食性のない鋼の再生処理 

 

 ステンレスに限り、ほんの僅かな表面的な侵食であれば、酸性洗浄

剤でその汚染物質を除去してもよいが、その器材の表面に損傷が生じ

なかったか、その後チェックする必要がある。損傷が表面的なもので

あれば、その器材の製造業者あるいは専門の修理業者が機械的に処理

（再加工）することも可能である。 

 
■ 炭素鋼製のディスポーザブル品は再生処理してはならない。 

■ ステンレス鋼製でない器材は廃棄するか、別々に処理する。 

■ 廉価な未承認の製品の使用は避ける（日曜大工材料店で買える付

属品など）。 

■ 微量の錆が洗浄や滅菌の工程に混入しないように、配管内の有効

な防錆のための構造的処理を施す（洗浄機や滅菌器に給水する前

に、機械的に濾過するなど）。 

 

■ 一つでも錆の生じた器材があると、同じバスケットに載せた器材

全てに腐食損傷が発生する原因となる。 

■ 微量の錆が配管から混入すると、処理した多数の器材に影響を及

ぼして使用不能にすることがある。 

 

 
11.12 金属／腐食－隙間腐食 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

推奨する処理方法 

予防対策 

リスク評価 

表面変化の種類 

接合部―鉗子のヒンジ部―ピンセットの基底部 
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 隙間腐食は局部的に加速された腐食なので、腐食生成物は隙間の部 

分のみに付着する（鉗子の中間部の関節部の隙間、プローブの関節部

の隙間や先端測定部のはめ込みまたはねじ込み部分など）。隙間腐食は、

金属と他の材料との隙間に生じることもある。 

 

 残留物（特に有機残留物）を隙間腐食と間違えることが多い。 

 

 隙間腐食は、周囲の条件に合致してしまうと、微細な隙間に生じる

傾向がある（乾燥不十分など）。 

 その条件下では不動態皮膜が侵食されやすくなる。金属表面への酸

素供給が妨げられているので、不動態皮膜はもはや再生できない。こ

の錆は隙間や割れ目から広がっていく。 

 水分が存在する場合には、特に高い塩分濃度で錆が発生する。 

 

 通常は他の器材への錆の拡散は避けられる。しかし顕著な場合には、

錆びていない器材に影響を及ぼすこともある（「外部要因および散在す

る錆／その結果生じる錆」も参照）。 

 
 

11.13 ゴム／脆化 
 

 
 
 
 
 
 
 
（脆化とは劣化現象の一つで、素材が延性やじん性を失い、脆く壊れ 
 やすい状態になることである。物理的、化学的要因によるさまざま 
 な脆化現象がある。）＜訳者注＞ 
 
 ゴム製品は不適切な洗浄剤や消毒剤を使用した場合に損傷を受ける。

これは弾力性がなくなり、素材に損傷を与え、結果として摩耗や損傷

を早める。 

 

なし（修復は不可能）。 

 

 

製造業者が指定する適切なプロセスケミカルズを使用する。 

 

 

 損傷を受けた製品は求められる必要性及び安全な使用目的を果たせ

ないため破棄しなくてはならない。 
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reprocessing of resterilizable medical devices 
 
15. ISO 14937: 2010 
     Sterilization of health care products - General criteria for 

characterization of a sterilizing agent and the development, 
validation and routine control of a sterilization process for 
medical devaices 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
16. DIN 13940-1: 1990-04 
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13. EN ISO 17664 に基づくフローチャート 

 

 

器材の準備 器材の準備 

例えば、手術室で 
医療機器を使用 

水道水を用いる予備洗浄 
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必要に応じて並べ替え／ 
分解 

機能検査 

OK?  いいえ 

はい 
処理部門に輸送 

修理／廃棄 

WD を使用 手作業 

必要に応じて予備洗浄 
（エア・ウォーターガン／超音波

洗浄） 

必要に応じて予備洗浄

（すすぎ） 

洗浄（ブラシ／エア・ウォー

ターガン／超音波洗浄） 

いいえ 

包装容器／ソフトパッ

ケージ／透明スリーブ 

すすぎ 

マーキング 

必要に応じて滅菌 

洗浄・消毒・すす

ぎ・乾燥 
 

（バリデーション

済み工程／検証パ

ラメータ） 

滅 菌 

文書化 

洗浄 OK？ 
洗浄 OK？ 

いいえ 

はい 

手作業による消毒 
保 管 

払い出し 

脱イオン化水／蒸留水

または滅菌水による 
すすぎ 

乾燥 

はい 

目視による検査 

完全性 OK?  いいえ 

はい 
修理／廃棄 

組立、メンテナンス、 
手入れ 

A 

 

 

AKI 販売条件： 
1. 本冊子は、医療機器の再生処理に関する製造販売業者の取扱説明

書に代わるものではありません。発注者は、医療機器のマーケティ

ングにこの冊子を使用せず、この冊子に製造業者の指示が含まれ

ていることを示すような行動は控えるものとします。 
 
2. AKI は、AKI によって編集された冊子に関する著作権およびその他

の所有権を独占的に所有します。電子的手段または印刷物に関わ

らず、AKI の特別な許可なくして、無断で図表、画像、および／ま

たは本文を複製または使用することを固く禁じます。 
 
3. AKI から入手した冊子に広告を追加することは認められていませ

ん。これはチラシにも適用されます。 
 
4. 第 1～3項に記載されている一部またはすべての義務に違反するい

かなる行為も、EUR 500 の罰則の対象とし、違反したものはあら

ゆる権利の侵害を直ちに中止するものとします。 
 
5. AKI の冊子は 5 部から購入可能です。価格および購入方法について

は、当社ウェブサイト www.a-k-i.org をご覧ください。 
 
 

 

Legal Notice（法的通知） 

Instrument Reprocessing Working Group 

Chairman and working group spokesman: Hans Jörg Drouin 

Contact:（連絡先） 

Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung 

c/o MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH 

Moosberger Straße 24 

D-64285 Darmstadt 

Tel: +49 (0)6151-59 95 27 11 

Fax: +49 (0)6151-59 95 27 23 

Mail: Hans-Joerg.Drouin@mmm-hci.com 

Responsibility for editorial content: Hans Jörg Drouin 

 

Disclaimer（ただし書き） 

These brochures do not replace manufacturers’ instructions for the reprocessing of 

medical products. The customer undertakes not to use the brochures in connection 

with placing medical products on the market and refrains from any action that 

could indicate that the brochures are manufacturers’ instructions.   Version 4.1J 
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あとがき 
 

 この小冊子は、ドイツの「器械のメンテナンスに関するワーキンググループ(AKI)」が作成した”Instrument 
reprocessing in Dental Practices How To Do it Right：4th Anniversary edition 2016 Dental Instruments”
の日本語訳である。ドイツ AKI は、2016 年に設立 40 周年を迎えたので記念行事の一環として第 4 版を出版

した。歯科診療で使用する器材の再生方法(Reprocessing) について、総合的に解説している。 
 この小冊子の表紙は黄色いので、「黄色本(Yellow Booklet)」とも愛称される。既に、「赤本(Red Brochure)」
として親しまれている”Instrument Reprocessing-Reprocessing of Instruments to Retain Value-”の姉妹編

である。 
 「黄色本(Yellow Booklet)」の初版は、1986 年に、歯科診療に携わる小規模施設を主な対象として出版さ

れた。その後、ドイツ AKI は、1995 年に第 2 版、2003 年に第 3 版、２年後の 2005 年に改訂第 3 版を出版

した。したがって、「黄色本(Yellow Booklet) 第 4 版」は 11 年ぶりの改訂となる。歯科器械の再処理に関係

する欧州規格(EN 規格)や国際規格(ISO 規格)に基づいて書かれている。AKI の進取の精神とたゆまざる努力

には、心から感じ入る次第である。 
 「黄色本(Yellow Booklet)」は、「赤本(Red Brochure)」の中から歯科に関連する部分を選んで再構成した

内容になっている。さらに、必要に応じて、歯科向けに強調すべき点を詳述している。歯科領域の読者の利

便性を重視している。なお、「赤本(Red Brochure)」は歯科だけでなく医科を対象としている。器材の再生方

法(Reprocessing)について殆ど全ての事項を網羅している。「赤本(Red Brochure) 第 10 版」の日本語訳を日

本医療機器学会から入手できるので、この小冊子とともに活用していただきたい。 
 ちなみに、本邦では、「赤本(Red Brochure)」の翻訳は 2002 年に第 7 版から始まった。その後、2006 年

には第 8 版を、2014 年には第 10 版を翻訳した。したがって、今回の「黄色本(Yellow Booklet) 第 4 版」の

翻訳により、ドイツ AKI と日本医療機器学会の連携は、より一層、緊密になると期待される。正に、慶賀の

いたりである。 
 「黄色本(Yellow Booklet)」と「赤本(Red Brochure) 第 10 版」を読み比べることにより、新たな気づきを

得ることも期待される。歯科領域の治療には、様々な充填剤やセメントを用いる。洗浄効果の評価において

は、単に血液だけでなく充填剤やセメントの除去も考慮すべきである。たとえば、Washer-disinfectors(WDs) 
を用いるさいにも、用手洗浄や超音波洗浄も併用すべきこともあると推測される。また、歯科と医科の共通

の課題として、ドリル類などの Surgical power tools (SPT)の除染(Decontamination)がある。Rotary 式の

SPT は、歯科および整形外科において頻用される。WDs に用いる水の水質管理と、歯科治療ユニット(Dental 
chair unit)における水の管理にも共通点は少なからず存在する。これらは全て、今後、解決すべき重要な課

題である。  
 一方、近年、超高齢化社会に突入した本邦において、歯科と医科の連携がヘルスケア・サービスの重要な

課題の一つとなってきた。たとえば、咀嚼機能と認知症予防や、歯周病と全身疾患(誤嚥性肺炎、糖尿病、動

脈硬化など)との関連性が指摘されている。さらに、口腔ケアは、骨粗鬆症の治療における顎骨壊死の予防や、

食道や心臓・血管などの各種手術の周術期管理において重要であることも知られている。 
 また、国立大学の法人化により、国立大学歯学部 9 校のうち 7 校において歯学部附属病院と医学部附属病

院は統合された。これらの病院では、医科および歯科の診療に使用する器械の両方を再処理(Reprocessing)
する必要に迫られているのではないかと思われる。歯科部門を有する他の病院においても、既に同様の事態

を経験していると想像される。このような状況において、「黄色本(Yellow Booklet) 第 4 版」の日本語訳が出

版されたことは時宜を得たことである。 
 したがって、この小冊子は、本邦における“滅菌の質保証”の向上に役立つ画期的な出版物であると考えら

れる。「赤本(Red Brochure) 第 10 版」とともに、本邦のヘルスケア・サービスの更なる質の向上に役立つこ

とを関係者一同、心から望んでいる。 
 

（委員長 上寺 之） 
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あとがき 
 

 この小冊子は、ドイツの「器械のメンテナンスに関するワーキンググループ(AKI)」が作成した”Instrument 
reprocessing in Dental Practices How To Do it Right：4th Anniversary edition 2016 Dental Instruments”
の日本語訳である。ドイツ AKI は、2016 年に設立 40 周年を迎えたので記念行事の一環として第 4 版を出版

した。歯科診療で使用する器材の再生方法(Reprocessing) について、総合的に解説している。 
 この小冊子の表紙は黄色いので、「黄色本(Yellow Booklet)」とも愛称される。既に、「赤本(Red Brochure)」
として親しまれている”Instrument Reprocessing-Reprocessing of Instruments to Retain Value-”の姉妹編

である。 
 「黄色本(Yellow Booklet)」の初版は、1986 年に、歯科診療に携わる小規模施設を主な対象として出版さ

れた。その後、ドイツ AKI は、1995 年に第 2 版、2003 年に第 3 版、２年後の 2005 年に改訂第 3 版を出版

した。したがって、「黄色本(Yellow Booklet) 第 4 版」は 11 年ぶりの改訂となる。歯科器械の再処理に関係

する欧州規格(EN 規格)や国際規格(ISO 規格)に基づいて書かれている。AKI の進取の精神とたゆまざる努力

には、心から感じ入る次第である。 
 「黄色本(Yellow Booklet)」は、「赤本(Red Brochure)」の中から歯科に関連する部分を選んで再構成した

内容になっている。さらに、必要に応じて、歯科向けに強調すべき点を詳述している。歯科領域の読者の利

便性を重視している。なお、「赤本(Red Brochure)」は歯科だけでなく医科を対象としている。器材の再生方

法(Reprocessing)について殆ど全ての事項を網羅している。「赤本(Red Brochure) 第 10 版」の日本語訳を日

本医療機器学会から入手できるので、この小冊子とともに活用していただきたい。 
 ちなみに、本邦では、「赤本(Red Brochure)」の翻訳は 2002 年に第 7 版から始まった。その後、2006 年

には第 8 版を、2014 年には第 10 版を翻訳した。したがって、今回の「黄色本(Yellow Booklet) 第 4 版」の

翻訳により、ドイツ AKI と日本医療機器学会の連携は、より一層、緊密になると期待される。正に、慶賀の

いたりである。 
 「黄色本(Yellow Booklet)」と「赤本(Red Brochure) 第 10 版」を読み比べることにより、新たな気づきを

得ることも期待される。歯科領域の治療には、様々な充填剤やセメントを用いる。洗浄効果の評価において

は、単に血液だけでなく充填剤やセメントの除去も考慮すべきである。たとえば、Washer-disinfectors(WDs) 
を用いるさいにも、用手洗浄や超音波洗浄も併用すべきこともあると推測される。また、歯科と医科の共通

の課題として、ドリル類などの Surgical power tools (SPT)の除染(Decontamination)がある。Rotary 式の

SPT は、歯科および整形外科において頻用される。WDs に用いる水の水質管理と、歯科治療ユニット(Dental 
chair unit)における水の管理にも共通点は少なからず存在する。これらは全て、今後、解決すべき重要な課

題である。  
 一方、近年、超高齢化社会に突入した本邦において、歯科と医科の連携がヘルスケア・サービスの重要な

課題の一つとなってきた。たとえば、咀嚼機能と認知症予防や、歯周病と全身疾患(誤嚥性肺炎、糖尿病、動

脈硬化など)との関連性が指摘されている。さらに、口腔ケアは、骨粗鬆症の治療における顎骨壊死の予防や、

食道や心臓・血管などの各種手術の周術期管理において重要であることも知られている。 
 また、国立大学の法人化により、国立大学歯学部 9 校のうち 7 校において歯学部附属病院と医学部附属病

院は統合された。これらの病院では、医科および歯科の診療に使用する器械の両方を再処理(Reprocessing)
する必要に迫られているのではないかと思われる。歯科部門を有する他の病院においても、既に同様の事態

を経験していると想像される。このような状況において、「黄色本(Yellow Booklet) 第 4 版」の日本語訳が出

版されたことは時宜を得たことである。 
 したがって、この小冊子は、本邦における“滅菌の質保証”の向上に役立つ画期的な出版物であると考えら

れる。「赤本(Red Brochure) 第 10 版」とともに、本邦のヘルスケア・サービスの更なる質の向上に役立つこ

とを関係者一同、心から望んでいる。 
 

（委員長 上寺 之） 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本語版翻訳・監修 
一般社団法人日本医療機器学会 メンテナンスマニュアル出版委員会 

 
             ＊上寺 之  東京大学医学部附属病院 手術部 
         一之瀬くに子 馬見塚デンタルクリニック 
         小野澤直子  大野歯科クリニック 
         柏井 伸子  ㈲ハグクリエイション 
         小出 真澄  サラヤ㈱ 
         小林 明子  小林歯科医院 
         佐藤 智和  ミズホ㈱ 品質保証部 
         鈴木佐栄子  鶴見中央歯科クリニック 
         高橋  稔  ビー・ブラウンエースクラップ㈱ 
         高橋 裕一  三浦工業㈱ メディカル技術部 
         須賀 亮幸  三浦工業㈱ メディカル技術部 
         高木 智久  ㈱モリタ 商品企画戦略室 
         鶴島 信孝  サクラ精機㈱ 経営企画本部 
         中澤 正絵  医療法人盟陽会 富谷中央病院 
         永田 政令  ㈱静幸産業 
         原田 陽滋  クリーンケミカル㈱ 技術部開発課 
         伏見  了  ワタキューセイモア㈱ 業務本部 
         本田 宏志  ㈱ニチオン 
         村田 昭夫  ㈱エムエス 
         細野 浩史  ㈱エムエス 
         ＊印 委員長 
 
 
         （事務局） 
         池野谷崇臣 
 
 
         発刊 2017 年４月１日 
 
 
 
 



 

 

 
 

 




