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一般開業歯科医院における

感染予防対策の見直し

‐■・ 「クラスN」 から「クラスB」、
「クラスS」 ヘ

2012年 11月 に、第22回 日本歯科医学会総

会が大阪で行われ、筆者も参加しました。こ

のなかで印象に残った講演の 1つ に、愛知厚

生連海南病院の島崎 豊先生が発表された師雀

実で効率的、かつ安全性を目指した感染予防

について」力`あります。このなかで島1崎先生

は、現在広く使われている「クラスNJか ら、

最近聞かれるようになった「クラスB」 、「ク

ラスS」 対応の滅菌器に切り替えるように勧

めていました。これらの用語の簡単な意味は

以下のとおりです。

クラスN:裸の回形物 (ピ ンセット、探針、

ヘーベルなど金属製器具)の減菌のみ。滅菌

後、すぐに使用する。滅菌過程終了後の乾燥

過程が曖味で、確実に乾燥されていない (扉

を開けて乾燥を促すものもある)。 滅菌不良

のリスクが高い。

クラスB:医科水準の滅菌。固形、多孔性の

もの (包装されているもの、手術着など)、

中空のもの (ホ ース、持針器、タービン、コ

ントラエンジンなどハンドピース類)な ど、

すべてに対応できる。扉を開けずに乾燥でき
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るので、外部の雑菌に触れさせずに済む。

クラスS:メ ーカーによって特定された製品

の減菌のみ。例えば、固形と中空のみ、もし

くは、固形と多孔性のみに対応。

今回の聴講を機に、当院の感染予防体制を

考え直したのでご報告します。読者の先生方

の参考にしていただければ幸いです。

当院の感染予防システム

当院では今まで20年以上、中空であるハン

ドピース類を、クラスNに分類される小型の

お釜型オー トクレーブ (小 オー トクレーブ)

3台で滅菌 していました。しかし、それでは

汚染物の逆流などが生じやすいハンドピース

内部への滅菌に対応 していないことを、今回

の講演で痛切に認識させられました。

そこで、ハンドピースの複雑な中空管を一

度真空状態にし、蒸気をすみずみまで行きわ

たらせ、確実に滅菌できる中空器具に対応し

た、クラス Sである「DACユニバーサル (シ

ロナデンタルシステムズ :以下シロナ)J(洗浄、

注油、滅菌を自動的に行う)に切 り替えるこ

とにしました。

今まで使用 していた小オー トクレーブは乾
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バキュクレーブ31B十 (メ ラグ社 iドイツ [販売 :GC])

DACプロフェッショナル (シ ロナデンタルシステムズ)

Lisa(W&Hス テリライゼーション社 :イ タリア [販売 :白水貿易])

E9(ユ ーロンダ社 :イ タリア [販売 iリ ンカイ])

,水路管内を常時消毒するユニット

巨STttTICAシ リーズ (カ ボデンタルシステムズジャパン)

SlNIUSシ リーズ (シ ロナデンタルシステムズ)

■定期的に消毒できるユニット

Soaric(モ リタ)

スタンウェーバーシリーズ (CttFLA社 :イ タリア [販売 :白水貿易])

写真提供 :自水貿易株式会社

固形のもの

中空のもの

多子L性のもの

燥が曖味なため、固形で、錆が起きにくい器

具に使うようにしました。他の大部分の器具

は、既に所持しているクラスB滅菌器である

「Lisa」 (W&Hス テリライゼーション社)で対

応しています。ハンドピース類は、タービン

用、エンジン用 (コ ントラ、ス トレー ト)を

それぞれ25本 ほどもっていますが、使用頻

度が多いため、時間がかかりすぎるクラスB

で対応することは不可能でした。新しい滅菌

機はまだ使い始めたばかりで少し煩雑さを感

じますが、ほぼスムーズに移行できました。
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ニッ ト内の水路系の汚染

もう1つ、歯科で問題になっていることと

して、歯科用ユニットの水路管内に残る水の

汚染 (日 和見感染病原体、レジオネラ菌も発

生する可能性がある)力 あ`ります。特に、お

盆休暇などで長期間歯科用ユニットを使わな

かった後など、ハンドピースの目詰まりがよ

く起きることや、実際に肉眼でも汚染された

ことがわかる水が出てきたこともありました。

現在、当院はカボデンタルシステムズジャ

パン (以下、カボ)のユニットに切 り替え、

そのようなことから解放されました。このユ

ニットでは、水路管内の水 (ス ピットンに流

れる水以外)に低濃度過酸化水素水(0.025%)

が常時混入されており、ホース内面にバイオ

フィルムが形成 されることを阻害するように

なっています。同様の機能をもったユニット

は、シロナからも販売されています。

また、筆者が調べた範囲では、モリタと白

水貿易が、常時流すのではなく、診療終了後

にユニット内の水路管内の水をすべて低濃度

過酸化水素水に入れ替 える装置を一部のユ

ニットに装備 して販売しています。カボとシ

ロナも、常時流す方法以外に、濃度の高い過

酸化水素水を定期的 (使用する環境に応じて

年に数回から、毎週交換まで)に入れ替える
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起音波洗課 .2槽と消毒槽

徳長響 ,電:し忘 (シロナデン|夕,,シス|テ |ムズう
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システムも用意しています。

2005年にSchelら
1)は 、シロナとカボで使

われている消毒剤が最も有効であったと報告

しています。ただし、その調査において、モ

リタや白水貿易の消毒剤は対象になっていま

せんでした。

瞥 ・
感染予防の基準・規格化

日本歯科新間の2012年 7月 3日 号に気に

なる記事がありました。日本歯科医学会が院

内感染対策について、 日本歯科医師会会員

1,000人 を対象に郵便で調査 した結果です。

それによると、「患者ごとにハンドピースの

滅菌を行っている」は31.4%、 「アルコール

などの消毒剤で清拭Jは 37.6%で した。特に

問題視されるのは、27.9%の 歯科医院は、「問

診で感染がわかったときだけ対応している」

ことです。また、「患者ごとに手袋を交換し

ている」は34.7%で した。改めて、私たち歯

科医師は、米国から導入されたスタンダード

プリコーションの概念を真摯に理解しなけれ

ばならないと感じました。

現在日本では、滅菌器、歯科用ユニ ッヽトの

厳格な感染予防の基準が存在していません。

米国歯科医師会と米国疾病予防管理センター

は、歯科用ユニットの水路の汚染に関するガ

イドライン2)を
作っています。日本もその基

準に従い、規格を統一してもらいたいと願っ

ています。
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中野歯科クリニ ッヽク
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