
【今後の課題】当院では基礎再生生産率の高い感染
症を優先してワクチンプログラムを開始した。
さらに今年度は、受付業務や搬送業務を担当してい
る委託職員への適用を拡大し、院内業務に携わるス
タッフの感染防止対策を実施予定である。

また次年度以降は、水痘・ムンプスへの適用につい
て引き続き検討していくこと。免疫は経年的に抗体
価が低下するため、ワクチン接種後も、一定期間を
置いてフォローする必要がある。

【結論】 
• 市中での流行性ウィルス疾患の流行が減少し、
自己免疫のブースター効果が期待できない現状
がある 

• 医療施設は、潜伏期間に入院した患者が流行性
ウィルス疾患を発症した場合、成人を含む周囲の
接触者・曝露者（感受性者）に対してワクチン接
種、ガンマグロブリン製剤の緊急避難的投与等
の迅速な感染防御対策が必要となる 

• 上記にかかる費用や病休によるマンパワーの不
足など、医療施設が被る損失は、抗体価検査や
ワクチン接種の費用よりも大きい 

• 各施設でワクチンプログラムを取り入れる場合、
流行拡大の可能性を検討して行う 

【今後の課題】 
基礎再生生産率（Ro）の高い感染症を優先し、ワク
チンプログラムを開始した 
 

• さらに委託職員への適用を拡大し、院内の業務に
携わるスタッフの感染防止に取り組む 

  ⇒10月：抗体価検査・ワクチン接種の予定 
• 水痘・ムンプスへの適用も検討する 
• 経年的に抗体価が低下するため、ワクチン接種後

も一定期間を置いてフォローする必要がある 

【はじめに】当院では高圧蒸気滅菌器、エチレンオ
キサイトガス滅菌器で滅菌された物品の滅菌保証は

「時間型」を取り入れており、期限を3ヶ月に設定
していた。中材・手術室においては滅菌期限の確認
を2週間ごとに行い、毎回たくさんの期限切れの物
品があった。それを再滅菌しなければならず、ス
タッフの労力と作業時間、コストを要していた。
滅菌保証の考えは、時間の経過により損なわれる

「時間型」と無菌性の保持に影響を与える因子（水
濡れ・破れなど）により損なわれる「イベント型」
がある。滅菌学会に参加するなかで滅菌期限に関し
て明確な根拠はなく、保管・管理を十分に行えば、
滅菌期限は必要ないということを学び、当院でも

「イベント型」を導入してはどうかと考えた。そこ
で、滅菌期限に対する考えを改め、保管・管理方法
の変更による業務改善に取り組んだので報告する。

【目的】　滅菌保証を「時間型」から「イベント型」
へ変更し、業務改善を図る。

【研究期間】2011年1月～2012年8月
【研究対象】「イベント型」導入の対象は、滅菌
バッグで包装し、滅菌を行った後、手術室内で保管
している物品とする。

演  題
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滅菌バッグ管理方法の変更による業務改善の取り組み

発　表　者 亀井　孝一郎 大分県　国東市民病院

共同研究者 元永　琴美

目 的 

滅菌保証を「時間型」から
「イベント型」へ変更し、 

 業務改善を図る。 
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【研究方法】

1.「イベント型」導入前と導入後の比較検証
①イベント発生数
②一人あたりの期限・イベント確認にかかる時間
③期限切れバッグ数
④期限切れバッグの再包装の作業時間
⑤バッグのコスト
⑥期限切れ物品を再包装するランニングコスト
2.1年間使用していない物品を再滅菌するか検討・
評価

【部署内の取り決め事項】「イベント型」導入にお
いては、事前に滅菌後1年以上経過した物品の培養
検査を行い、滅菌性が保持されていることを確認し
た。その結果を病院管理者、医師に報告し、導入許
可を得た。日付の印字は青色にして、他の部署と区
別した。滅菌期限は原則廃止とするが、滅菌日から
1年後を評価日として、今後その物品が必要である
か検討した。

【結果】「イベント型」導入前に滅菌バッグの保管
状況を調査した。手術室内に保管されている滅菌
バッグは約700個あり、収納スペースが少なく、棚
に積み重ねていた。そのため、接触による破れなど
のイベント発生が10個 / 月あった。

この状況は収納 BOX を使用することで、積み重ね
がなくなり、取り出しやすく、イベント発生は2個
/ 月に減った。

期限・イベント確認の作業は2週間ごとに行い、1
人あたり30分 / 回かかっていた。期限切れ滅菌バッ

研究方法 
 

1)「イベント型」導入前と導入後の比較検証 
①イベント発生数 
②期限・イベント確認にかかる時間 
③期限切れバッグ数 
④期限切れバッグの再包装の作業時間 
⑤バッグのコスト（再包装・破れ） 
⑥期限切れ物品を再包装するランニングコスト 

 

2)1年間使用していない物品を再滅菌するか 
 検討・評価 

 

方 法 

 
 

結 果 

「イベント型」導入前の棚 

部署内での取り決め事項 
 

1)「イベント型」導入においては、事前に培養 
 検査を行い、滅菌性が保持されていることを 
 確認した。その結果を病院管理者、医師に 
 報告し、導入許可を得た。 
 

2)日付の印字は青色にして、他の部署と区別する。 
 

3)滅菌期限は原則廃止とするが、滅菌日から 
 1年後を評価日とし、今後その物品が必要で 
 あるか検討する。 

方 法 

 
 

結 果 

収納BOX  物品を取り出しやすい 
 ように整理を行った 

研究期間 
 201１年1月～2012年8月 
 
研究対象 
 滅菌バッグで包装し、高圧蒸気滅菌、 
 EOG滅菌を行った後、手術室内で 
 保管している物品とする。 

方 法 
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グ数は約120個 / 月あり、再包装の作業には約2時
間 / 月かかっていた。導入後はイベントの確認だけ
で、期限切れの再包装がないため、大幅な作業時間
の短縮となり、スタッフの労力軽減につながった。
また期限の確認をしなくてよいので、精神的な負担
の軽減になったという声もあった。作業時間の短縮
により、他の業務へ時間をあてることができた。
コスト面では、期限切れ物品の再包装代で約16,000
円 / 月、滅菌器のランニングコスト代で約20,000
円 / 月かかっていた。導入後は、破れなどのイベン
ト発生のみの再包装となり、約1,000円 / 月と大幅
に削減できた。
　「イベント型」を導入してから1年が経過した時
点で、約700個の物品の中で未使用物品数を確認し
たところ、60個ありました。これを今後も滅菌す
る必要があるか担当医師に確認し、不要な物品24
個を削除した。

【考察】「イベント型」導入にあたり、収納方法の
見直しに取り組んだことでイベント発生数を減らす
ことができた。今後、イベント発生数を0にするた
めには、スタッフが今以上に注意深く滅菌物の取り
扱う必要がある。また管理が不十分な場所もあるた
め、月2回のラウンドを継続し、収納方法の見直し
を考える必要がある。

「イベント型」の導入により、スタッフの労力軽減
やコストの大幅な削減、作業時間の短縮ができた。
他部署への応援などに時間をあてることができ、業
務改善につながり、メリットは大きかったと考える。
滅菌後1年経過した未使用物品数については医師と
見直しを行い、不必要な物品の整理ができ、コスト
の削減にもなった。
　導入にあたっては滅菌学会などの参加により、ス
タッフが知識を共有していたため、導入がスムーズ
であった要因といえる。

 
 

  導入前 導入後 

イベント発生数 10個/月 2個/月 

期限・イベント確認にかかる時間 
（一人あたり） 

30分/回 
20分/回 

（イベントのみ） 

期限切れ滅菌バッグ数 120個/月 0個/月 

期限切れ滅菌バッグの再包装の作業時間 約2時間/月 0時間/月 

滅菌バッグのコスト（再包装・破れ） 約16,000円/月 約1,000円/月 

滅菌器のランニングコスト 約20,000円/月 0円/月 

滅菌後1年経過した未使用物品数 
（2011年９月から2012年8月まで） 

60個 

検討後、不要とした物品 24個 

結 果 

作業時間の短縮により、他の業務へ時間を 
 あてることができた。 
 

導入前のコストは期限切れ物品の再包装代で 
 約16,000円/月、滅菌器のランニング 
 コスト代で、約20,000円/月かかっていた。 
 導入後はイベント発生時の再包装代のみで 
 約500円/月、ランニングコスト代を0円/月に 
 削減できた。 
 

「イベント型」導入してから1年が経過した 
 時点で未使用物品数を確認したところ、60個 
 あった。担当医師に確認し、不要な物品24個を 
 削除した。 
 

結 果 

手術室内には、滅菌バッグが約700個あり、 
 滅菌バッグ同士の接触による破れがあった。 
 

収納BOXを取り入れることで、積み重ねがなく 
 なり、取り出しやすく、イベント発生が減った。 
 

期限・イベントの確認作業に30分/回、期限 
 切れの再包装の作業に約2時間/月かかっていた。 
 導入後は大幅な作業時間の短縮となり、 
 スタッフの労力軽減につながった。また 
 精神的な負担の軽減になったという声があった。 
 

結 果 

「イベント型」導入にあたり、収納方法の 
 見直しや業務改善に取り組んだことでイベント 
 発生を減らすことができた。イベント発生数を 
 「０」にするには、スタッフが今以上に注意 
 深く滅菌物を取り扱う必要がある。 
 

管理が不十分な場所があるため、2回/月の 
 ラウンドを継続し、収納方法の見直しを考える 
 必要がある。 

考 察 
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【まとめ】滅菌バッグ管理方法を「時間型」から
「イベント型」に変更することで、スタッフの労力軽

減やコスト削減の業務改善につなげることができた。

導入により、スタッフの労力軽減やコスト 
 削減、作業時間の短縮ができた。他部署への 
 応援などに時間を当てることができ、業務 
 改善につながり、メリットは大きかった。 
 

滅菌後1年経過した未使用物品数については 
 医師と見直しを行い、物品の整理ができ、 
 コストの削減にもなった。 
 

滅菌学会などの参加によりスタッフが知識を 
 共有していたため、導入がスムーズであった 
 要因といえる。 

考 察 

滅菌バッグ管理方法を「時間型」から 
 

 「イベント型」に変更することで、 
 

 スタッフの労力軽減やコスト削減の 
 

 業務改善につなげることができた。 
 
 

 

まとめ 

平成24年4月17日、オール電化による単独棟の厨
房がリニューアルいたしました。
従来の厨房はガスによる放射熱温度が高く、厨房内
温度が40度以上になる事もあり、安全面で不安な
日々でした。新厨房は快適温度25度平均の作業環
境が維持され、高い安全性の確保、又地震などの緊
急時に熱源の復旧が一番早い電気とされる事から、
電化厨房を取り入れた衛生管理を重視し、個々の患
者様に安全な食事提供が出来る厨房のシステム化、
作業のマニュアル化を考慮に入れた取り組みをしま
した。

安全、衛生管理、品質管理を HACCP、大量調理施
設マニュアルのガイドラインの概念に基づき人（調
理従事者、患者、食品納入者）、食品（生鮮食品、
調理済み食品、在庫食品）、配膳車の流れを区域別
に管理し、全室ドライシステム、全室空調設備をし、
厨房内の温度湿度を一定に一括管理をしています。

演  題
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衛生管理を考えた食を発信する厨房リニューアル

発　表　者 西谷　幸子 和歌山県　国保野上厚生総合病院

共同研究者 堀　慶子、山下　英里子、鷹屋　潤氏

衛生を考えた動線と 
        建物設備 

：食品 ：配膳車 ：人 

：清潔区域 

：準清潔区域 

：汚染区域 

※全室           
ドライシステム 

※全室空調設備 
 施設内の温度・湿度  
 を一定に一括管理 

 

災害非常 
食倉庫 

更衣室兼会議室 

栄養管理課 

   栄養指導室 

国保野上厚生総合病院 
栄養管理棟 

当院の概要  
 [診療科目] 

  内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、外科、
整形外科、脳神経外科、肛門外科、消化器外科、
小児科、精神科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、産
婦人科、リハビリテーション科 
許可病床数 ３０7床（結核病棟５３床・休止中） 
こすもす保育室 14人：精神・デイケアー室 50人 
栄養課 管理栄養士３名 栄養士２名（現場含む） 

        調理師１２名（パート１名含む） 
                 調理補助３名 

平成24年4月17日リニューアル 
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