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群馬パース大学　保健科学部
臨床工学科　准教授　吉岡　淳

よしおか・じゅん●山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座修士課程を修了。
順天堂大学医学部附属順天堂医院胸部外科，山形大学医学部附属病院臨床工学部
にて人工心肺業務，医療機器管理，集中治療室業務，高気圧酸素療法などに従事
し，2019年４月より群馬パース大学保健科学部臨床工学科で教員を務める。企業と
連携し酸素ボンベ内の残量を検知し，「ゼロ」になる前に音と光で通知する酸素ボ
ンベアラームを開発。現在も多数の医療関連機器開発を手掛け関連特許を取得済
み。日本臨床工学技士会常任理事，臨床工学国際推進財団理事などを務める。

医療機器の表面消毒

　一般に，多くの医療機器は，医師，看護師，
臨床検査技師ならびに臨床工学技士などの不
特定多数の医療者・患者間で共有されていま
す。このような医療機器の共有は，患者・医
療者，機器間の接触感染による院内感染を招
く可能性があるため，機器使用後には主に消
毒薬を用いた機器表面の清拭処理が実施され
ています１）。多くの医療機関では現在，院内
感染の原因となる医療機器や環境表面の消毒
は，清掃業者や医療スタッフにより手作業で
実施されていると思いますが，拭き残しによ
る病原体の残存が問題になっています２～４）。
　紫外線（ultraviolet：UV）は，波長により
UVA（320 ～400nm），UVB（280 ～320nm）
ならびにUVC（200 ～280nm）に分類され
ます５）。このうちUVBとUVCは，種々の微
生物（細菌やウイルス）に対し，効果的な殺
滅作用を示すことが知られています。キセノ
ンランプは，従来の水銀ランプに比し，高線
量のUVBおよびUVCを発生させることが可
能であり，ランプ自体の寿命が長いです６）。
現在，このようなキセノンランプの特徴を生

かした紫外線発生装置がいくつか開発・実用
化され，病室，患者ベッド，手術室，器材庫
ならびに医療機器などの環境表面（壁，床，
ドアノブならびに医療機器操作部など）の消
毒が行われています７）。
　さらに，実用化された装置の中には，医療
機器を対象とした紫外線消毒ロボットならび
にロボット専用のテント型の消毒ポッドが販
売されています。よって，紫外線消毒装置に
ポッドを組み合わせたシステムにより，医療
者の紫外線被曝を防ぎながら，効率的に複数
台の医療機器の消毒が可能になります。
　COVID-19が社会問題になっている現在，院
内感染防止の徹底が重要視されています。今
回は院内感染防止策の一つとして，種々の医
療機器の表面に対する高性能キセノンランプ
紫外線照射システムの消毒効果を紹介します。

キセノン紫外線消毒装置
システム

　キセノン紫外線消毒装置システム（紫外線
照射装置＋消毒ポッド〈以下，LS-DPシステ
ム〉）の模式図を図１に示します。
　LS-DPシステムは，キセノン紫外線消毒ロ

医療機器の表面消毒

キセノン紫外線消毒装置
システム

［特別編］医療安全と感染制御
～ 環境表面および医療機器を介する院内感染予防
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ボットLightStrikeTM（XENEX社）（以下，
LS）およびLS専用の消毒ポッドDisinfection 
PodTM（XENEX社）（以下，DP）で構成され
ています。LSは，キセノン発光による紫外線

（UVBとUVC）を断続的かつ全方位（360℃）
にパルス照射が可能な装置です。DPは，本棚
程度の大きさ（Ｈ2.18ｍ×Ｗ1.9ｍ×Ｄ0.7ｍ）
で，紫外線反射効率が高いアルミメッシュで
内部が覆われ，照射装置由来の紫外線がポッ
ドの外に漏れないように密閉されたテント状
構造になっています。１回の照射で人工呼吸
器２台，エアーマット１台，フットポンプ
10台，保育器１台，あるいは輸液ポンプ40

台の消毒が可能です。

LS-DPシステムの消毒効果

　院内感染の防止を目的に，LS-DPシステ
ムを山形大学医学部附属病院（以下，本院）
に導入して，種々の医療機器の表面に対する
本装置の消毒効果に関する検証を試みまし
た。方法は，汎用されて最も微生物に汚染さ
れやすいことが想定される医療機器ならび
に，院内感染源になり得る次の５種類の機器
を対象として，医療者や患者が最も接触する
と考えられる部位（機器ごとで定めた３点）
を消毒効果の測定箇所としました（図２）。

LS-DPシステムの消毒効果

調査対象箇所

紫外線照射装置
オゾン除去装置

360°
UV放射

消毒ポッドの内部紫外線照射装置＋消毒ポッド（LS-DPシステム） LS-DPシステムの外観

図１●LS-DPシステムの概要

❺TE-261S❹Caleo❸SCD❷OSCAR❶PB840

　が用手清拭後，　が紫外線照射後のスタンプ箇所。用手清拭後と紫外線照射後のスタンプの位置が重ならないよう注意した。

図２●各機種における表面付着菌測定を行う場所
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❶人工呼吸器（PB840，Medtronic社）

測定部位： タッチパネル，操作パネル，通
気口

❷エアーマット（OSCAR，Molten社）

測定部位： コントローラー部，頭部マット，
脚部マット

❸ フットポンプ（Kendall SCDTM700 Series，

Medtronic社）

測定部位： 本体前面，接続チューブ，スリー
ブ接続口

❹保育器（Caleo，Draeger社）

測定部位： 操作パネル，SoftBed中央，開
口ノブ

❺輸液ポンプ（TE-261S，テルモ社）

測定部位：操作パネル，側面，取手
　原則として本院では，対象の医療機器は１
人の患者に対する機器使用後ごとに，次亜塩
素酸ナトリウム溶液（100ppm）を用いて
担当医療者が手作業で清拭をしています。そ
こで，従来の用手による機器清拭後とLS-DP
システム処理後（紫外線照射後）に，コンタ
クトプレート法による細菌学的評価を行い，
その消毒効果を比較しました（図３）。
　すると，人工呼吸器においては，清拭後に
モニター，ボタン部ならびに通気口のすべて
のサンプルから，それぞれ52CFU，29CFU

あるいは24CFUのコロニーを検出し，これら
の多くはモニターの機器操作者の接触部位で
した。一方，紫外線照射後は有意にCFUが
減少しました（２CFU，２CFUおよびCFU非
検出）。また，エアーマットにおいては，清拭
後に操作パネル，頭部マットならびに脚部マッ
トのサンプルからそれぞれ20CFU，41CFU
あるいは29CFUの細菌コロニーを検出し，
特に頭部マットに多く認められました。一方，
紫外線照射後にはすべてのサンプルでコロ
ニーは検出されませんでした。フットポンプ
においては，清拭後に外装，チューブならび
にコネクタのサンプルからそれぞれ64CFU，
23CFUあるいは42CFUが検出され，外装な
らびにコネクタの順にコロニーを多く検出し
ました。一方，紫外線照射後にはすべてのサ
ンプルでコロニーが検出されませんでした。
保育器は，５種類の機器の中で最もコロニー
を多く検出し，清拭後に医療者接触部位（取手）
から197CFUの細菌が検出されました。しか
し，紫外線照射後にはすべてのサンプルでコ
ロニーは検出されませんでした。輸液ポンプ
は，清拭後に操作パネル，持ち手ならびに側
面のサンプルからそれぞれ18CFU，27CFU
あるいは３CFUのコロニーが検出されて，
５種類の機器の中で最も数が少なく，紫外線
照射後にはすべてのサンプルでコロニーが検
出されませんでした。
　図４に，用手清拭後と紫外線照射後の各プ
レート培地に発育したコロニー数の比較を示
します。すべての機器において，紫外線照射
後のコロニー数は用手清拭後のコロニー数に
比べて有意に低値を示しました（ｐ＜0.05）。

現状の用手清拭における
環境清掃・消毒の問題点

　問題点として，「清掃・消毒従事者の作業
の質」が挙げられます。用手清拭は，個々の

現状の用手清拭における
環境清掃・消毒の問題点

図３●用手清拭後と紫外線照射後との
　　　各プレート培地に発育したコロニー数の比較

※ｐ≦0.05，Wilcoxon signed rank test

PB840 OSCAR SCD Caleo TE-261S
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消毒手技・技量で差を生じてしまい，拭き残
しによる病原体の残存が問題となる可能性が
あります８）。また，医療現場では環境清掃ス
タッフの入れ替わりが多く，個々のスタッフ
の熟練度が清掃の質を左右することが示唆さ
れています９）。
　今回の細菌学的評価においても，用手清拭
後に人工呼吸器のモニターやフットポンプの
外装，保育器の取手などに数多くの細菌コロ
ニーが検出されました。このことは，手作業
で行われる清拭には限界があることを示して
います。また，保育器から最も多く細菌コロ
ニーが検出されましたが，保育器は免疫力の
低い新生児に使用され，新生児院内感染の原
因の一つとして重要視されており，今まで当
該機器の消毒効果などに関する研究がいくつ
かなされています10 ～12）。これらの既報によ
れば，通常の用手清拭では，当該機器に対し
十分な消毒効果は得られないことが示されて
います13）。
　一方，LS-DPシステムによる紫外線照射
は，保育器を含む種々の医療機器の表面に残
存する細菌数を有意に低減させることができ
ました。これは，本システムが微生物殺滅効
果の高いUVCを全方位（360°）に照射可能
であることと，発生したUVCが，ポッドを
構成する高反射性のアルミメッシュの乱反射

により機器表面の細かな凹凸部位まで照射さ
れたことにより，結果として十分な消毒効果
が得られたものと思われます。用手では物理
的に清拭できない部分に対して，紫外線照射
を用手清掃後に行うことで，清掃・清拭に

「上乗せ」効果が期待できます。
まとめ
　LS-DPシステム由来のUVCの長時間にわ
たる体表面（眼や皮膚など）の直接的曝露は
有害です。しかし，紫外線は目に見えないた
め，医療者の安全性を確保することが今後の
課題です。また，UVC照射による周辺機器の
物理的劣化も挙げられます。そこで，紫外線
を見られる感知システムをNECエンベデッ
ドプロダクツ（山形県米沢市）と共同で開発
する予定です。NECエンベデッドプロダクツ
と言えば，前回紹介した酸素ボンベアラーム
を開発した企業です。紫外線を見ることがで
きる動物（魚類，鳥類，トカゲ，昆虫など）
がいるように，今後は人間も簡易的に紫外線
が見えるようになるかもしれません。LS-DP
システムから発生する紫外線曝露対策も私た
ちの責務だと思っています。
　種々の医療機器表面の消毒効果を，現状の
用手清拭法ならびに新たに開発されたLS-DP
システムを用いて評価しました。その結果，
用手清拭法よりもLS-DPシステム処理の方が，
機器表面の細菌数は有意に減少しました。こ
のことからLS-DPシステムは，細菌に汚染さ
れた医療機器表面を介する院内感染の防止に
有用だと考えられます。日々進化するデバイス
を駆使して院内感染予防に努め，COVID-19
をはじめ細菌やウイルスを除去しましょう。
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