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 発売元 

●本  社 〒113-0033  東京都文京区本郷3-26-12  TEL：03(3814)1026  FAX：03(3813)1390 

●営業所  大阪・福岡   ●サービスセンター  岡山・名古屋・仙台・盛岡   ●技術センター  墨田 

医療機器製造販売許可番号 13B2X10007 

プラズテック HMTS-142 

（シングルドア） 
プラズテック HMTS-30E 

プラズテック HMTS-80E

医療機器認証番号 

HMTS-30E 225AFBZX00034000 

HMTS-80E 224AFBZX00071000 

HMTS-142 224AFBZX00070000 

Speedy 〜 時間を短縮 

Safety 〜 ⾼い安全性 

Steady 〜 確実な滅菌性 

Saving 〜 ⾼い経済性 

過酸化水素を用いたプラズマガス滅菌は、熱や湿度

に敏感な器具を対象とした、安全かつ信頼性の高い

滅菌方法です。 

プラズテック HMTS-142 

（ダブルドア） 
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株式会社名 優 住所：　〒276-0042　千葉県八千代市ゆりのき台１－１５－１
T e l :  047-480-6161 Fax: 047-480-6162  www.meilleur.co.jp

世紀を超え愛用される高耐久性滅菌コンテナ「ステリタイト」
ステラッド NX５０への使用についても FDA 承認取得しました！
管腔器材の滅菌保証を可能にするコンパクト PCDで効率的運用！

卓越した乾燥性能へのこだわり。
整形外科セットに威力。
滅菌コンテナ　「ステリタイト」

眼科セットの完全版バスケット。
そのままで、 浸漬、 機械洗浄、
滅菌が愛護的に行えます。

汎用型滅菌コンテナ 「ステリタイト」
ステラッド５０、 １００、 ２００に次ぎ、
NX50 でも FDA 承認取得しました。

リコールは滅菌不良だけとは限りま
せん。 払出器材、 使用器材のトレー
スはラベラーを用いれば万全です。

製品の厚みは、 他社滅菌コンテナと
比較し、 50% 増しの 2.29mm。
心地よい重厚感、 「ステリタイト」。

ガスケットにはプラチナシリコンを採
用し、 メンテナンスフリーを実現。
「ステリタイト」 ならでの信頼性です。

時代が変わっても、 滅菌コンテナ
「ステリタイト」 には１０年、 １５年先
でも使用に耐える強靭さがあります。

マイクロ器材の機械洗浄を
可能にする 「プロテクト H」。
どんなバスケットでもご相談ください。

管腔器材、 複雑な器材の高圧蒸気
滅菌の滅菌保証にコンパクト PCD。
器材払出に自信が生まれます。

販売元

ダイヤモンドメスは
最上段に、マイクロ剪刀、

麻酔針、カニューラは下段に、
先端にカバーをつけずに収納できます。

DIN 規格から
USサイズまで
さまざまな種類、寸法の
バスケット、トレイがございます。
先端にカバーをつけずに収納できます。

プラチナ
シリコン

ステリタイト

他社　
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　本会の褒章規定により , 平成 27 年の功績賞 , 技術賞および技術奨励賞候補の推薦または申請を下
記要項にて受け付けます．
功績賞は「医療機器の興隆に関して , 特別の功績があった者」を対象とします．
技術賞は「本会分野における新しい機器または方式の画期的な発明 , 開発または改良をおこなった者
で , 機器または方式は厚生労働大臣の承認等を得て , 販売の実績を有し , 選出の前 3年以内の間に成
果が明確になったもの」を対象とします．
技術奨励賞は「本会分野における新しい機器または方式の発明 , 開発または改良をおこなった者で ,
将来 , 一層の進歩を期待し得るもので , 選出の前 3年以内にその成果が明確になったもの」を対象と
します．

記

１．�受賞候補者を推薦し , または申請するものは本会会員に限ります．ただし , 受賞候補者が複数で
本会会員が代表者である場合は , 本会会員以外の者を含むことを妨げません．

２．�次の規定による推薦または申請書類を１式提出してください．規定を満たしていない場合は選
考の対象といたしませんので , ご注意ください．

　　1）受賞候補者推薦書または申請書 1通
　　　この推薦書または申請書には次の事項を明記してください．
　　　（1）推薦または申請する賞の名称
　　　（2）推薦または申請する受賞候補者の氏名
　　　（3）推薦または申請の理由（具体的 , かつ詳細に）
　　　（4）推薦または申請する会員の氏名および確実な連絡先および電話番号
　　2）推薦または申請理由の資料１式
　　　推薦または申請の理由を説明することができる必要な資料を必ず添付してください．
３．提出期日および提出先
　　　　期　日　平成 28 年 2 月 29 日（月）必着とします．
　　　　提出先　〒 113-0033　東京都文京区本郷 3-39-15
　　　　　　　　一般社団法人日本医療機器学会　褒賞選考委員会　　宛

平成 27 年 12 月 1 日公　　告

一般社団法人 日本医療機器学会 会員各位

一般社団法人�日本医療機器学会
理事長　安 原 　洋

功績賞・技術賞および技術奨励賞候補の
推薦または申請のお願い
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　一般社団法人日本医療機器学会では，医療機器に関する研究・開発を促進するための助成制度を
設けています．大学，研究所，医療機関，企業等の，特に若手研究者の研究・開発に資することが
できればと願っています．奮ってご応募ください．

記
１．助成対象：医療機器に関わるつぎの研究・開発で，かつ実用化が可能であるもの．
　　基礎研究あるいは実用化の前段階の研究は対象外となります．
　　①独創性に富む製品の研究・開発
　　②既存製品の顕著な改善・改良に関わる研究・開発
　　③新技術（ソフトウエア含む）の研究・開発
２．�応募資格：継続して 3年以上の正会員または企業会員所属の社員．ただし，共同研究者の資格

は問わない．
３．�助成金額および対象：１件につき 50万円以下とし，当該研究・開発に必要なつぎの費用に限

ります．什器・備品費，人件費および間接諸経費などは対象外です．
　　①研究・開発に必要な部材・試薬購入費，消耗品費，外注加工費
　　②計測機器等の購入およびレンタル費用
　　③図書購入費および情報収集費（文献・特許検索・コピー費等）
　　④実験費，委託実験費
４．研究・開発期間：平成 28 年 4 月 1 日から，平成 29 年 3 月 31 日までの 1年間とします．
５．�応募方法：所定の ｢研究 ･開発助成申請書 ｣を平成 28 年 2 月 29 日までに，研究・開発助成委

員会（以下委員会という ) に提出すること．（申請書はホームページからダウンロードまたは事
務局に請求）

６．採否の決定：委員会で審査し，平成 28 年 3 月 31 日までに採否を通知します．
７．助成対象者の義務：　　　　　
　　①平成29年3月31日の研究･開発期間満了後1カ月以内に，完了報告書を委員会へ提出すること．
　　②�研究報告（成果）を本学会誌または定期大会で発表すること．ただし，発表が困難な場合は，

その理由書を委員会へ提出し，承認を得ること．
８．�助成金の支払：採用が決定後１カ月以内に半額を支払い，研究・開発の終了時（提出された完

了報告書が委員会で適正と認められた時点）に残りの半額を支払います．
９．�助成金の返納：特別な理由なく研究・開発が実行されなかった場合は，支払い済の助成金を返

還していただきます．
10．�工業所有権等について：当該研究・開発において発生する工業所有権および商標権は，原則と

して本学会は請求しません．
11．守秘義務：委員会は，申請の内容が公にされるまでは，守秘義務を負います．

一 般 社 団 法 人 日 本 医 療 機 器 学 会
〒 113-0033�東京都文京区本郷 3－39－15
TEL�03-3812-1062　FAX�03-3814-3837

平成 27 年 12 月 1 日公　　告

研究・開発助成制度について（募集）
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平成27年12月1日

　一般社団法人日本医療機器学会 会員　各位

一般社団法人日本医療機器学会
論文賞および著述賞選考委員会

委員長　矢　冨　　裕

著述賞ご応募について

　拝啓　皆々様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます．

　さて，このたび本学会褒賞規定に基づき，平成27年度著述賞受賞候補者の選考をおこ

なうことになりました．

　選考方法につきましては，まず会員各位からご応募いただき，その中から同賞選考委

員会にて候補者を絞り込み，理事会において決定することになっております．

　つきましては，下記褒賞規定抜粋をご参照のうえ，平成26年１月１日～平成27年12月

31日の間の２年間に発行されました医療機器に関する優秀な著述のご応募を頂きたくお

願い申し上げます．

　なお，ご応募に関しましては，裏面の応募用紙に記入の上FAX，またはe-mail（学会ホー

ムページから応募用紙をダウンロードできます）にて，平成28年２月26日（金）までに

ご応募下さいますようお願いします．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

日本医療機器学会褒賞規定（著述賞に関わる抜粋）
改正：平成15年３月20日

第１章　総 則
第１条　本会は，医療機器の進歩発達又は普及若しくは医療機器工業の発展に貢献した者を褒賞
することができる．

第２条　この規定による褒賞の受賞者は，原則として本会会員（以下 ｢会員 ｣）とする．
第４章　論文賞及び著述賞
第17条　著述賞の受賞者は，選出の年の２年前の１月１日から本年 12 月 31 日までに発行された
医療機器に関する優秀な著述の著者の中から，毎年度 1件を選定することができる．ただし，
本会又は本会の研究会若しくは委員会が企画し，編集し，若しくは監修した著述及び類似の名
称を冠した著述は，著述賞の対象としない．なお，選考委員会において特段の評価を特別に得
たものはこの限りでない．

第18条　論文賞及び著述賞の受賞者に共著者があるときは，　論文賞においては筆頭著者を，著述
賞においては共著者全員を受賞者とする．

第19条　論文賞及び著述賞は，同一人を重ねて受賞者とすることを妨げない．ただし，類似の内
容によって，同一人を重ねて受賞者とすることはできない．

第20条　論文賞及び著述賞貰は，賞状及び賞金とする．ただし，賞金は，１件につき一定金額とする．
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平成27年度著述賞 応募用紙

著 述 賞 選 考 委 員 会　御中

	 F A X：03－3814－3837
	 E-mail：AEA07241@nifty.com

応募する著述，
著者（共著者）・出版社 応　　募　　理　　由

　応募者名

　ご 所 属
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クランプリンク®システム
フリーフローを防止

ローラークランプを利用して
フリーフローを防止

3Dプレス®方式
新開発の送液機構

新開発の送液機構により
72時間連続運転が可能

ラインセキュア®機構
輸液セットの装着ミスを防ぐ

フィンガーユニットにおける
チューブ誤装着を防止

安
全
と
使
い
や
す
さ
を
、そ
の
先
へ
。

医 療 機 器 分 類：高度管理医療機器（クラスⅢ）、特定保守管理医療機器
医療機器承認番号：22600BZX00005000
一 般 的 名 称：汎用輸液ポンプ（JMDNコード：13215000）

2014年8月作成

問い合わせ先
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クランプリンク®システム
フリーフローを防止

ローラークランプを利用して
フリーフローを防止

3Dプレス®方式
新開発の送液機構

新開発の送液機構により
72時間連続運転が可能

ラインセキュア®機構
輸液セットの装着ミスを防ぐ

フィンガーユニットにおける
チューブ誤装着を防止
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医 療 機 器 分 類：高度管理医療機器（クラスⅢ）、特定保守管理医療機器
医療機器承認番号：22600BZX00005000
一 般 的 名 称：汎用輸液ポンプ（JMDNコード：13215000）

2014年8月作成

問い合わせ先
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ASK-6500ST ASK-6500ST

CYCLE 
QUEST

CYCLE 
QUEST サイクルクエスト 

呼吸器系回路洗浄･熱水処理･乾燥･システム 

全自動制御による、 
洗浄･熱水処理･ 
乾燥システム 

バブリング機能を有した洗浄槽に、専用の浸漬バスケット
をセットして、回路まわりの小物を洗浄します。 

バブリング洗浄 

除染を目的とした熱水処理を70℃～93℃の間で設定
でき、工程時間も10分～任意で設定できます。 

除染に有効的な熱水処理機能 

プリンター機能によって工程管理及び熱処理時の温度管
理ができます。 

プリンター機能 

蛇管･チューブ洗浄 
■簡単に脱着できる蛇管用とチューブ用の 
　2タイプで用途に応じてご使用できます。 

医療機器製造業許可証　27BZ200023 
第2種医療機器製造販売業許可証　27B2X00210

URL/ http://www.asukamedical.co.jp/　E-mail/ askhm@asukamedical.co.jp

■本社・工場 〒536－0008大阪市城東区関目2丁目12番10号 TEL.（06）6939－3011（代）　FAX.（06）6939－3225

■東京支店 〒111－0055東京都台東区三筋1－12－3金子ビル1FTEL.（03）5820－5662（代）　FAX.（03）5820－5663

ワンタッチ脱着方式で多様な呼吸器系回路洗浄に対応 

チューブ用 

蛇管用 
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ASK-6500STASK-6500ST

CYCLE QUESTCYCLE QUESTサイクルクエスト 

呼吸器系回路洗浄･熱水処理･乾燥･システム 

全自動制御による、 
洗浄･熱水処理･ 
乾燥システム 

バブリング機能を有した洗浄槽に、専用の浸漬バスケット
をセットして、回路まわりの小物を洗浄します。 

バブリング洗浄 

除染を目的とした熱水処理を70℃～93℃の間で設定
でき、工程時間も10分～任意で設定できます。 

除染に有効的な熱水処理機能 

プリンター機能によって工程管理及び熱処理時の温度管
理ができます。 

プリンター機能 

蛇管･チューブ洗浄 
■簡単に脱着できる蛇管用とチューブ用の 
　2タイプで用途に応じてご使用できます。 

医療機器製造業許可証　27BZ200023 
第2種医療機器製造販売業許可証　27B2X00210
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公　　告

第91回 日 本 医 療 機 器 学 会 大 会
演 題 募 集について

大会テーマ：『「ものづくり」と「ひとづくり」で
次世代の医療を拓く』

　このたび第 91 回日本医療機器学会の大会長を拝命致しました大阪大学医学
部附属病院手術部の南　正人と申します．多くの立派な先輩，学会の先達がお
いでのなかで，歴史と伝統のある本学会の大会長を務めさせていただくことに，
感謝とともに緊張感で一杯でございます．御支援を頂いております学会，業界
の皆様に篤く御礼を申し上げる次第です．
　ふり返れば，私の前任であります中田精三手術部長がここ大阪の地で第 81 回
の大会長を務めさせていただいてから丁度 10 年目になり，再び皆様を大阪にお

迎えできることを嬉しく思っております．実りあるものにできますように，関係者とともに協力し
て尽力してまいりますので，何卒御指導，御支援賜りますよう，宜しくお願い申し上げます．
　大阪は，くいだおれ，こなもん，お笑いなどで知られます．最近は東京一局集中を避けるという

「まちづくり」大阪都構想が耳目を集めておりますが，「ものづくり」の町としても知られています．
「ものづくり」というのは，医療機器という「もの」に関わる学会である本学会の基本であります．
現場で必要な「もの」を探索・開発し，医療機器として商品とし，さらなる開発にも進めることが
わが国の産業としても重要です．そのためのアイデアの結集と資金とが求められてきておりますが，
依然として乏しいと言わざるをえず，しばしば海外製品の「ものづかい」に終始する現状が憂慮さ
れています．私は呼吸器外科医として肺癌や肺移植の診療にもあたってきました．それと同時に手
術部の管理業務も務める中で，現在の医療がその「もの」がないとできない手術や，その薬剤がな
いとできない治療にいかに支えられているかを実感しています．世界水準の高度な医療になればな
るほど当然のことながら海外製品が多くなるのは事実ですが，世界で勝負している優れた国産製品
もあります．よく工夫された経済的な国産製品を選んで採用することもあります．国内の「ものづ
くり」事情は一気に改善することはできなくとも，産学連携である当学会こそが先頭に立って行政
と協力し面目を施さねばなりません．一方で，本学会は，滅菌技士（技師）認定制度や MDIC 育成
など，「ひとづくり」においても大切な役割を果たしてきています．これらの「ひと」をさらに大き
く育て，有機的に運用することが，「ものづくり」をすすめるためにも重要です．
　そこで第 91 回大会のテーマを，『「ものづくり」と「ひとづくり」で次世代の医療を拓く』と致しま
した．メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ 2016 を核として「ものづくり」に結びつくよう
な医療現場と産業界とのマッチングの場を提供できるように，学術講演を核として「ものづくり」の
発想が広がる場，「ひとづくり」の環境・情報が得られる場となるように，企画をして参ります．
　大阪に行って良かったと回顧して頂けるような大会を目指しております．是非とも多くの皆様に御参
加いただき，大阪のおもてなしとともに満喫して頂けますよう，関係者一同心よりお待ち致しております．

第 91 回 日 本 医 療 機 器 学 会 大 会
大 会 長　　南　　正　人

（大阪大学医学部附属病院 手術部 部長・病院教授）
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１．会　　場：大阪国際会議場
　　　　　　　〒 530-0005　大阪府大阪市北区中之島 5-3-51
　　　　　　　TEL．06－4803－5555 　　 http://www.gco.co.jp
２．会　　期：平成28年6月23日（木）～25日（土）
　　　　　　　・学　術　集　会　　　6 月 24 日（金）～ 25 日（土）
　　　　　　　・メディカルショージャパン ＆ ビジネスエキスポ 2016
　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 月 23 日（木）～ 25 日（土）
３．募集演題の区別
　　 　募集する演題の種別は，学術性の高い「一般演題」と，企業新製品やソリューショ

ン，病院内での工夫などを紹介する「トピックス演題」といたします．奮って応
募ください．

　　　1）「一般演題」の申込み要件
　　　　 　「一般演題」は，原則として学術性・新規性のあるものとし，口述形式で発

表していただきます．なお，発表には，発表者または共同発表者のうち，1 名
が本学会の会員であることが必要です（演題申込時に非会員の方は，演題採
択後に入会手続きをしてください）．申し込まれた演題は，プログラム委員会
で抄録内容を審査した結果，演題種別を変更させていただく場合や不採択と
する場合がありますのでご了解ください．

　　　2）「トピックス演題」の申込み要件
　　　　 　「トピックス演題」は，原則として企業における新製品開発や製品改良，さ

らには具体的なソリューションを紹介するもの，または病院などにおける医
療機器使用者の工夫を紹介するものとします．なお，発表には，発表者の所
属する企業が本学会の企業会員であるか，併設展示会「メディカルショージャ
パン ＆ ビジネスエキスポ 2016」の出展企業であることが必要です．病院な
どの医療機器使用者の発表には発表者または共同発表者のうち，1 名が本学会
の会員であることが必要です（演題申込時に非会員の方は，演題採択後に入
会手続きをしてください）．なお，トピックス演題に申し込まれますと演題名
に商品名の標記が可になります．文献的考察やエビデンスの提示は不要です．

　　　　 　ただし，申し込まれた演題は，プログラム委員会で抄録内容を審査した結果，
単に企業名の宣伝やイメージアップ活動を目的としたものについては不採択
とすることもありますのでご了解ください．

４．発表形式
　　　日本語による口述発表とポスター発表とします．
　　 　「一般演題」，「トピックス演題」ともに発表時間は質疑応答を含め 1 演題 10 分

間の予定です（ただし，プログラム内容により発表時間が変更になる場合があり
ます）．

　　 　各会場にはパソコン用プロジェクタ 1 台を用意しますので，各自パソコンをご
持参ください．なお，パソコンの持参が無理な場合は，USB メモリを持参し，学
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会で用意するパソコンを使用することも可能です（詳細要領は学会誌平成 28 年４
月号に掲載します）．

５．申込み方法
　　　1）�「一般演題」および「トピックス演題」とも，UMINのオンライン学術集会

演題抄録　登録システムよりお申し込みください．学会ホームページ内の第
91回学術大会ページ

　　　　�（http://www.jsmi.gr.jp/connection/recruitment91）からお申込ください．
　　　２） 申し込み受付期間：平成 27 年 10 月 20 日（火）～平成 28 年 2 月 4 日（木）

とします．　期間内であれば，抄録内容の追加・修正は可能です．
　　　３） 演題の採否，講演時間などについては，大会長にご一任願います．
　　　４） 登録ページの指示にしたがって，演題の所定の内容（以下のもの）を登録

してください．
　　　　　①演題分類番号（6項の演題分類から第 1 希望，第 2 希望を選んでください．）
　　　　　② 演題名（40 文字以内）一般演題の演題名として商品名の記載は不可とします
　　　　　③ 発表者と共同発表者の氏名および所属施設名
　　　　　④ 抄録本文は，日本語 800字以内にまとめてください．図表・写真は使用できません．
　　　　　⑤ 記載上の注意事項：抄録演題名に商品名を記載することはできません．本文中に商品

名を記載する場合は商品名が商標登録されている場合は後ろに必上付きで ® マークを
つけてください．

　　　　　⑥ 確実な連絡先（住所，氏名，電話／ FAX 番号，e-mail アドレス）を記載してください．
　　　　　⑦ 発表に関する利益相反（COI）を申告してください（6 項参照）．
　　　　　⑧ 演題登録時には登録者本人に任意のパスワード（半角英数文字 6 ～ 8 文字以内）を決

めていただき，演題登録が終了すると同時に登録番号が発行されます．パスワードと
登録番号は抄録内容の確認や修正に必要となりますので，必ず控えを取るか，その画
面をプリントアウトして保存してください．

　　　　　　�　なお，パスワードと登録番号の記録および機密保持は，登録者ご本人に依存します．
セキュリティ確保のため，パスワードと登録番号に関するお問合せには一切応じられ
ませんので，ご了承ください．

６.　日本医療機器学会大会での発表に関する利益相反の申告について
　　 　発表者全員について発表に内容に関連する団体との関係で，抄録登録日を基準

として過去 2 年間において現在までの，以下の 1）～ 9）の利益相反状態の有無を
お答えください．

　　　１） 1 つの企業，法人組織や営利を目的とした団体から，年間 100 万円以上の報
酬を受け取っている場合

　　　２） 1 つの企業の株式から，年間 100 万円以上の利益を取得した場合，あるいは
当該全株式の 5％以上を保有している場合

　　　３） 企業，法人組織や団体から，特許権使用料として，1 つの権利使用料が年間
100 万円以上の場合

　　　４） 企業，法人組織や団体から，日当（講演料など）として，1 つの企業，法人
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組織や団体から年間 50 万円以上を受け取っている場合
　　　５） 企業，法人組織や団体から，原稿料（執筆料）として，1 つの企業，法人組

織や団体から年間 50 万円以上を受け取っている場合
　　　６） 企業，法人組織や団体から，研究費（受託研究費，共同研究費など）とし

て支払われた金額のうち，1 つの企業，法人組織や団体からの総額が年間
200 万円以上の場合

　　　７） 企業，法人組織や団体から，奨学（奨励）寄付金として支払われた金額のうち，
1 つの企業，法人組織や団体から申告者個人または申告者が所属する部局（講
座・分野）あるいは研究室の代表者に対する総額が年間 200 万円以上の場合

　　　８） 企業，法人組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合
　　　９） 1 つの企業，法人組織や団体から受けたその他の報酬（旅行，贈答品など）が，

総額年間 5 万円以上の場合
　　 　該当される場合は，COI 自己申告書（様式 3）の送付が必要です．日本医療機器

学会 HP より書式をダウンロードの上，第 91 回日本医療機器学会大会事務局まで
郵送にてお送りください．

　　 　また，演題発表をされる場合は，発表スライドの最初（または，演題・発表者
などを紹介するスライドの次）に COI 状態の有無を開示する必要があります．

７．演題分類
　　１）医療画像装置 ２）検査機器 ３）人工呼吸器
　　４）血液浄化装置 ５）心肺補助装置 ６）人工臓器  
　　７）再生医療 ８）インプラント ９）医療材料
　　10）リハビリ機器 11）福祉機器 12）在宅介護
　　13）病院設備 14）保守管理 15）医療電磁環境
　　16）臨床工学 17）標準化 18）医療ＩＣＴ
　　19）バーコード 20）電子カルテシステム 21）オーダリング
　　22）個人情報保護 23）手術室・ＩＣＵ 24）洗浄・消毒・滅菌
　　25）感染防止 26）新技術開発／改良 27）物流管理
　　28）原価計算 29）アウトソーシング 30）病院管理・業務管理
　　31）薬事・法制化 32）医療安全対策 33）その他
８．「若手奨励賞」候補のノミネートと選考方法
　　 　発表時に 40 歳以下（自己申告にてお願い致します）の本学会会員が応募した「一

般演題」の中から，特にその発想や発展性の高い演題を「若手奨励賞」の候補演
題としてあらかじめ学会ホームページなどで公表します．

　　 　「若手奨励賞」の候補演題は，当日の演題発表を含め，プログラム委員会および
座長によってさらに審査し，学会最終日に受賞者を表彰します．

９．「優秀発表賞」候補のノミネートと選考方法
　　 　本学会会員が発表した「一般演題」の中から，特に学術性・新規性の高い演題を「優

秀発表賞」の候補演題としてあらかじめ学会ホームページなどで公表します．
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　　 　「優秀発表賞」の候補演題は，当日の演題発表を含め，プログラム委員会および
座長によってさらに審査し，学会最終日に優秀発表受賞者を表彰します．

10．その他
　　　1） 会員各位および関係各位から多くの演題の応募を希望します．
　　　2） 本学会認定の第 1 種滅菌技師，第 2 種滅菌技士による学会発表については，

大会参加者に 8 単位のほか，①発表者：15 単位，②共同発表者：10 単位，③
講師として講演：15 単位　が取得できます．

　　　3） 本学会認定の MDIC による学会発表については，大会参加者に 15 点のほか，
①発表者：15 点，②共同発表者：10 点，③講師として講演：20 点が取得でき
　ます．

　　　4） 日本生体医工学会と合同認定の臨床 ME 専門認定士による学会発表について
は，大会参加者に 15 点のほか，①発表者：15 点，②共同発表者：10 点，③
講師として講演：20 点　が取得できます．

　　　5） 代議員はぜひ 1 題は応募されるようお願いします．（共同発表でも結構です）
　　　6） 大会抄録集（学会誌平成 28 年 4 月号）に掲載されたすべての記事の著作権

および版権は日本医療機器学会に帰属します．ただし，申請により引用等を
認めることがあります．
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第15回医療機器安全対策研究会

テーマ：医療機器・医療材料についての感染防止と安全管理

日　時：平成 28 年 2 月 13 日（土）12：50 〜 16：40（受付開始：11：40）

場　所：国立劇場おきなわ・小劇場
国立劇場おきなわ（結の街）バス停下車　徒歩 1 分
那覇空港からタクシーで 20 分
駐車場 209 台（無料）
沖縄県浦添市勢理客 4-14-1　☎ 098-871-3311

対　象：医療機関（医師，看護師，病院施設管理者，臨床工学技士，診療放射線技師，
滅菌技師・士など），医療機器関連企業，
その他（本学会会員以外の参加も歓迎いたします）．

定　員：220 名

参加費：1,000 円

備　考：滅菌技師・士：5 単位，MDIC：10 点，臨床 ME 専門認定士：10 点　が取得できます．

主　催：一般社団法人日本医療機器学会 安全対策委員会

交通のご案内

●那覇空港より車で20分（時間帯による）　●勢理客（じっちゃく）バス停より徒歩10分
●無料駐車場209台
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12：50 〜 13：00 開会のご挨拶 委員会委員長 大阪大学医学部附属病院 手術部　南　　正人

司会：豊見城中央病院 手術室　張磨　安彦

13：00 〜 13：20 講　　演 1

「Surgical Site Infection（SSI）予防プラクティスの up-to-date」

講師 ： ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱エチコン事業部 ストラテジックマーケティング部　臼井　孝一 

13：20 〜 13：50 講　　演 2

「新しい低温滅菌の選択肢、LTSF 滅菌」

講師：㈱ウドノ医機　栗原　靖弘

13：50 〜 14：20 講　　演 3

「汚染医材の再生処理における最近の知見」

講師：ワタキューセイモア㈱ 業務管理本部・学術担当部長　伏見　　了

14：20 〜 14：50 展示見学休憩

司会：沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 臨床工学部　赤嶺　史郎

14：50 〜 15：10 講　　演 4

「高機能空間清浄機を用いた新たな感染対策の提案」

講師：㈱東機貿　野田　大介

15：10 〜 15：40 講　　演 5

「輸液・シリンジポンプの流量精度と取扱い」

講師：SOLA 沖縄保健医療工学院 臨床工学技士学科　小田　正美

司会：大阪大学医学部附属病院 手術部　南　　正人 

15：40 〜 16：40 特　別　講　演

「医療機器の安全管理」

講師：東京大学医学部附属病院 手術部・教授　安原　　洋

16：40 〜 閉会のご挨拶

研究会世話人：琉球大学医学部附属病院 手術部　久田　友治

プ ロ グ ラ ム（敬称略・演題名など一部変更になる場合があります）
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◆ 参加申込者
氏　　名

（代表者を一番上に） 所属部署 会員，一般 （�該当に○をしてください．滅菌技師・士，
MDICの方は認定番号を記載ください） ＊受付番号

会員，会員［滅菌技師・士，MDIC（ ）］
一般，一般［MDIC（ ）］
会員，会員［滅菌技師・士，MDIC（ ）］
一般，一般［MDIC（ ）］
会員，会員［滅菌技師・士，MDIC（ ）］
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一般，一般［MDIC（ ）］
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一般，一般［MDIC（ ）］
会員，会員［滅菌技師・士，MDIC（ ）］
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一般，一般［MDIC（ ）］

勤務先名

住　　所 〒

代　表　者
e-mail F A X

＊印以外を記入の上，お申し込みください．受付後，受付番号を記載しご返信いたします．

問い合わせ先：一般社団法人日本医療機器学会 事務局
担当：池野谷

☎ 03−3813−1062

　下記の参加申込用紙に必要事項をご記入の上,  ＦＡＸでお申し込みいただくか,必要

事項をe –ma i lに記載の上，お申し込みください．お申し込みいただいた方には受付番号

を１週間以内にご返信（e –ma i lかＦＡＸにて）しますので,当日は受付番号記載の下記

申込用紙を受付にご持参いただくか,受付番号をお申し付けください．　
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1．はじめに

パーキンソン病（Parkinson disease，以下 PD
と呼ぶ）は安静時振戦，筋固縮，寡動および姿
勢保持障害の 4 つの特徴的な運動症状を呈する
疾患の総称である 1）．PD の原因は明らかとなっ

ていないが，脳内の黒質の神経細胞が減少し，
神経伝達物質であるドパミン産生低下が上記の
運動症状を発症すると考えられている 1）．

PD の診断には PD 症状の複数を有するパー
キンソン症候群（Parkisonism，以下 Pism と呼
ぶ）との鑑別が重要である 1）．Pism は症状の原
因が明らかであり，精神安定薬や抗精神病薬の
副作用として起こる薬剤性パーキンソニズムや
血管の病変（脳梗塞または脳出血）により発症
する脳血管性パーキンソニズム，小脳細胞変性
より発症する多系統萎縮症などがある 1）．Pism

＊ 広島大学大学院工学研究科
＊＊ 国立病院機構刀根山病院
＊＊＊ 静岡大学学術院工学領域
＊＊＊＊ 広島大学大学院工学研究院
 （原稿受付：2015 年 7 月 15 日）
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Head-up tilt 試験を利用したパーキンソン病患者の
自律神経機能診断支援法の提案

平 野 博 大＊　 伊 藤 雅 史＊　 遠 藤 卓 行＊＊　早 志 英 朗＊

平 野 陽 豊＊＊＊ 栗 田 雄 一＊＊＊＊  佐古田三郎＊＊　辻 　 敏 夫＊＊＊＊

A diagnostic support method for evaluating autonomic nervous function of patients with 
Parkinson's disease using a head-up tilt test

Hiroki Hirano＊,  Masafumi Ito＊,  Takuyuki Endo＊＊,  Hideaki Hayashi＊

Harutoyo Hirano＊＊＊,  Yuichi Kurita＊＊＊＊,  Saburo Sakoda＊＊,  Toshio Tsuji＊＊＊＊

Abstract
This paper proposes a novel diagnosis support method based on peripheral autonomic nervous 

activity for patients with Parkinson's disease (PD). The method measures rates of change in fingertip 
plethysmograms and arterial stiffness in transition between a supine position and a standing position of 
a subject, and calculates fingertip plethysmogram and arterial stiffness changes associated with angular 
variation from the pre-standing supine position to the standing position during a head-up tilt test. Based 
on the measured indices, the classification probability of PD presence is finally obtained as a 
biomarker using a log-linearized Gaussian mixture network. 25 patients with PD symptoms (15 with 
autonomic defects and 10 without) took part in the experiment. The results showed non-significant 
differences between the patient groups with autonomic defects and without autonomic defects in 
comparison of each single index on fingertip plethysmogram and arterial stiffness, but a significant 
difference (p<0.001) between the two groups was observed in the output index of the proposed system. 
Moreover, receiver operation characteristics (ROC) analysis showed that the area under the curve 
(AUC) of the proposed biomarker was 0.83 and the classification rate of PD presence was 100% for 
the learning data and 80% for the unlearned test data.
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には基本的には有効な治療方法がないのに対し
て，PD はドパミンの補充療法など治療可能な
疾患であり，PD と Pism は鑑別する必要があ
る 1）．現在の臨床現場ではパーキンソニズムの
評価方法として Hoehn-yahr の重症度分類 2）と
Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 3）の
２つの指標を用いた医師による問診や視診がお
こなわれている．しかしながら，PD と Pism
は運動障害が同一であり，経験を積んだ医師で
さえ PD と Pism を鑑別することが難しい場合
がある 1）．著者らの研究グループでも UPDRS
の評価指標の一つである指タップ運動に関し
て，磁気センサや加速度センサなどを用いて
PD の定量評価法を提案している 4）, 5）．しかし
ながら，運動機能以外の要素を評価していない
ため，PD と Pism の区別は不可能であった．

一方，PD には発汗低下，起立性低血圧，便
秘および排尿障害（尿閉）などの自律神経症状
がみられる 1）．なお，Pism の中でも多系統萎
縮症にのみ起立性低血圧と排尿障害（尿閉）な
どの自律神経症状が生じる場合があるが，多系
統萎縮症は交感神経精査（後述する心筋シンチ
グラフィ検査など）よりも頭部 MRI 検査によ
り鑑別可能な場合がある 6）ため，本論文では対
象から除外する．自律神経機能評価に関する研
究は従来までにさまざまおこなわれており，代
表的なものとして Satoh et al. は 123 I-MIBG 心
筋シンチグラフィ検査より自律神経機能を評価
する研究をおこなっている 7）．この検査では，
体内に 123 I-MIBG（meta-iodobenzylguanidine）
と呼ばれる放射線同位元素を投与し，縦隔と心
臓に取り込まれたγ線の average count 比（心
筋／上縦隔比，以下，H／M 比）から心臓交感
神経節への取り込み機能を評価することで心臓
の自律神経機能評価を可能としている．しかし
ながら，検査が侵襲的であり，内部被曝に対す
るリスクや患者自身の抵抗により適用が困難な
場合があるため，非侵襲で安全性の高い新たな
検査法の確立が求められている．そこで茂吉ら
は Head-up tilt 試験 8）（以下，HUT と呼ぶ）時
の心拍変動解析から起立負荷に対する自律神経
機能を非侵襲的に評価する研究をおこなってい
るが 9），PD および Pism 患者の多くは高齢者

であり，不整脈等の影響により心拍変動解析が
おこなえない場合には評価は不可能である．

そこで本論文では PD と Pism の鑑別診断を
目的として，自律神経機能検査の１つである
HUT 8）を利用し，心拍由来ではない新たな自律
神経機能検査法を提案する．提案法では HUT
中に計測した指尖容積脈波および１分ごとの最
高血圧と最低血圧から８個の特徴量を算出し，
生体信号のパターン識別によく用いられるニュ
ーラルネットワーク（Neural Networks，以下
NN と呼ぶ）を用いて機械学習的に新たな評価
指標である自律神経異常マーカーを算出し PD
と Pism の鑑別診断をおこなう．本論文では提
案する自律神経異常マーカーを用いて PD と
Pism の鑑別をおこなった結果について報告す
るとともに，自律神経機能改善に有効であると
いわれる光治療 10）をおこなった患者に対して，
高照度光治療前後で自律神経機能が改善された
かどうかを提案法を用いて検証した結果につい
て報告する．

2．提案する自律神経機能検査法

人間は受動的に臥位状態から立位状態になる
と重力負荷により身長の分だけ下肢の血管内に
血液のシフトが生じることで，頚動脈洞に存在
する圧受容器が血圧の降下を感知する．自律神
経機能が正常であると交感神経が十分に亢進す
るため，圧受容器反射弓の作用により下肢血管
抵抗が増し血液が上半身に戻ることで血圧維持
の方向に回復する．一方，自律神経機能が異常
であると交感神経が十分に亢進しないため 11），
上半身に戻る血液量が少なくなり脳に流れる血
液量の低下から起立性低血圧を引き起こす可能
性がある．この生体反応を利用し，本論文では
HUT 中の生体信号から非侵襲的に自律神経機
能評価をおこなう．

検査システムの概要を図 1 に示す．被験者は
電動式のティルトテーブル（UA-501，オージ
ー技研）に仰臥位で 10 分以上安静状態を確保
した後（以下，前臥位と呼ぶ），ティルトテー
ブルの傾斜角度を 60 度に変更したまま５分以
上安静状態を保つ（以下，立位と呼ぶ）．そし
て再び仰臥位で５分以上安静状態を保つ（以下，

（　　） 医機学　Vol．85，No．6（2015）2
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後臥位と呼ぶ）．計測部では，生体信号として
第２指に装着したパルスオキシメータ（OLV-
3100，日本光電工業）より指尖容積脈波を計測
し，サンプリング周波数 500［Hz］で AD 変
換器（CSI-360116，Interface）を介し PC に保
存する．また，血圧計（BP-8800S，オムロン
コーリン）より１分ごとの最高血圧と最低血圧
を計測し，数値を PC に記録する．同時に，ポ
テンショメータ（WR-7UH，緑測器）よりベッ
ド角度を計測し，サンプリング周波数 500［Hz］
で AD 変換器を介し PC に保存する．

特徴抽出部では，指尖容積脈波および血圧を
用いて特徴量を算出する．ベッド立位時に交感
神経が十分に亢進しない場合，血管平滑筋の収
縮力が弱まり血管が縮まりにくくなる 11）．そこ
で，起立負荷前後の指先の脈波振幅および血管
の硬さを評価することで自律神経機能評価をお
こなう．まず，指尖容積脈波の特徴量として，
最大値と最小値の差である指尖容積脈波振幅を
用いて x1：指尖容積脈波振幅変化率（立位／前
臥位），x2：指尖容積脈波振幅変化率（後臥位
／立位），x3：指尖容積脈波振幅変化率（後臥
位／前臥位）， x4：ベッド上昇中に変化する指尖
容積脈波振幅の近似直線の傾きを算出する．次
に，血管の硬さ変化から特徴量を算出する．交
感神経由来の末梢血管力学特性は次式で表現で
きると仮定した 12）．

 （1）
ただし，Pb（t），Pl（t），Ṗl（t），P̈l（t）はそれ

ぞれ任意時刻 t における動脈血圧，指尖容積脈

波，指尖容積脈波速度，指尖容積脈波加速度
で，μ，η，βはそれぞれ血管壁の慣性，粘性，
剛性を表現しており，Pbβ0 は定数である．ここ
で，一拍中の収縮期血圧，拡張期血圧となる時
刻 ts，td について考える．このとき，血管の広
がり方は一拍中最大あるいは最小であるため 
Ṗl（t）= 0 となり，μP̈l（t）は微小のため無視す
ると次式を得る．

 （2）
（2）式の両辺に自然対数をとると，時刻 ts と

時刻 td の連立方程式より剛性βを求めること
ができる．算出したβを用いて，x5：剛性β
変化率（立位／前臥位），x6：剛性β変化率（後
臥位／立位），x7：剛性β変化率（後臥位／前
臥位）， x8：ベッド上昇中に変化する剛性βの
近似直線の傾きを算出する．なお，前臥位につ
いては測定開始直後は眠気など PD や Pism と
は別の原因で自律神経に乱れが生じる可能性が
あるため，前臥位を評価する時間帯をベッド上
昇直前の 3 分間とし，解析時間統一のため立位
の評価時間はベッド上昇直後の３分間，後臥位
の評価時間はベッド下降直後の３分間とした．

最後に，評価部では算出した特徴量を用い
て自律神経機能異常の有無をパターン識別す
る．生体信号のパターン識別には線形判別分析
や NN などがよく用いられている．本論文で
は，フィードフォワード型 NN の一種である
Log-Linearized Gaussian Mixture Network 13）

（以下，LLGMN と呼ぶ）を用いた．図 2 に
LLGMN のネットワーク構造図を示す．ここ

医機学　Vol．85，No．6（2015）（　　）3
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図1　提案システム概略図
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で，図中の⊘は入力信号に対する恒等出力ユニ
ットを表す．LLGMN は入力層，中間層および
出力層で構成されており，出力層は自律神経機
能正常／異常の事後確率を出力する２つのユニ
ットが実装されている．そしてネットワーク内
部に表現された対数線形化混合正規分布モデル
により，入力信号に対する自律神経機能正常／
異常の事後確率を機械学習により求めることが
できる．学習には誤差逆伝播法を用いており，
あらかじめ与えた教師信号に基づき Kullback-
Leibler 情報量を最小化するように重みを更新
する（付録参照）．そして，学習後のネットワ
ークを用いて，入力信号に対する自律神経機能
正常／異常の事後確率を算出し，この確率を用
いて正常か異常かの判定をおこなう．本論文で
は，自律神経異常の事後確率（以下，自律神経
異常マーカーと呼ぶ）を自律神経機能評価の提
案指標として定義し，自律神経機能を評価する．

3．実　験

被験者は自律神経機能異常値を示す PD 患
者 群 15 名（ 平 均 年 齢 ± S.D.：69.4 ± 8.5 歳，
Subject A 〜 Subject O），自律神経機能正常
値を示す Pism 患者群 10 名（年齢：73.7±3.1 歳，
Subject P 〜 Subject Y）とした．自律神経機
能が異常か正常かの判断は MIBG 心筋シンチ
グラフィ検査を実施し，早期像・後期像ともに
H ／ M 比が 1.1 〜 1.99 の被験者を自律神経機
能異常，早期像・後期像ともに 2.0 〜 3.3 の被
験者を自律神経機能正常と定義した．なお，本
実験は国立病院機構 刀根山病院倫理委員会の
承認のもと，被験者のインフォームド・コンセ

ントを得ておこなった（臨床研究番号：1015）．

１）PD ／ Pism 識別実験
PD 患者の自律神経機能評価が可能かどう

か，実験的に検証した．患者間における各特徴
量の傾向を確認するため，特徴量の平均値を患
者間で比較し，ROC 解析より評価精度を確認
した．一方，LLGMN では，早期像・後期像と
もに H ／ M 比が 1.1 〜 1.55 の被験者５名と早
期像・後期像ともに H ／ M 比が 2.0 〜 3.0 の
被験者５名の計 10 名を NN の学習データ，残
りの被験者 15 名を未学習データとし，コンポ
ーネント数を１として識別をおこなった．統計
処理は，有意水準５% のもとで Welch の t 検
定を両側検定でおこなった．

２）高照度光治療効果検証実験
高照度光照射によりドパミンの産生を促し，

メラトニン抑制し，日内リズムを改善すること
で PD の非運動症状（不眠，不安，鬱病）を改
善する効果があるといわれる光治療 10）をおこ
なった患者に対し，提案法より光治療の効果を
確認可能か実験的に検証した．被験者は自律
神経機能異常値を示す PD 患者群４名（年齢：
70.3 ± 8.6 歳）とし，光治療前後に計測をおこ
なった．なお，学習データには 3.1 節にて使用
した学習データを用いた．

４．結　果

図 3（a）と（b）にそれぞれ Sub. A と Sub. 
P の全時間帯のベッド角度，最高血圧，最低血
圧，指尖容積脈波および剛性βの時系列波形
を示す．陰影領域はベッド上昇中の区間である．
両患者ともベッド上昇に伴って指尖容積脈波振
幅が減少，剛性βが増加し，ベッド下降に伴
って指尖容積脈波振幅が増加，剛性βが減少
していることがわかる．ただし，Sub. A では
指尖容積脈波振幅が起立直後から徐々に大きく
なり，剛性βが起立直後に一時的に増加した
後，減衰して安定する傾向がみられた．

図 4（a）から（h）に，それぞれ抽出された
特徴量 x1 から x8 の結果を示す．結果より，患
者間では全ての特徴量において有意な差がない
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ことを確認した （（a）：p = 0.78, （b）：p = 0.91, 
（c）：p = 0.91, （d）：p = 0.75, （e）：p = 0.64, 
（f）：p = 0.92, （g）：p = 0.98, （h）：p = 0.96）．
また，各特徴量の診断精度検証のため学習デー
タに対して ROC 解析をおこない AUC（Area 
Under the Curve）値を算出したが，0.52 〜
0.64 と各指標のみでは診断できないことを確認
した（（a）：AUC = 0.56, （b）：AUC = 0.56, （c）：
AUC = 0.64, （d）：AUC = 0.52, （e）：AUC = 
0.52, （f）：AUC = 0.52, （g）：AUC = 0.60, （h）：
AUC = 0.56）．以上より，個々の特徴量に閾値
を設けて自律神経機能異常を鑑別することは困
難であった．

図 5（a）に全被験者の自律神経異常マーカ
ーを比較した結果を示す．その結果，自律神
経機能異常者と正常者に有意な差が確認され

た（自律神経機能異常者のマーカー値：0.73±
0.32，正常者：0.19 ± 0.30，p < 0.001）．また，
図 5（b）に ROC 解析の結果を示す．全被験者
の ROC 曲線の AUC 値は 0.83 であった．

表 1 に提案法の識別結果を示す．学習デー
タの識別率は自律神経機能異常者・正常者とも
に感度および特異度は 100％であり，未学習デ
ータに対する識別率は自律神経機能異常者・正
常者ともに感度および特異度は 80％であった．
また，提案指標を用いて ROC 解析をおこなっ
たところ，学習データの AUC 値は１，未学習
データに対する AUC 値は 0.76 であった．

表２に光治療前後の患者の自律神経異常マ
ーカーを示す．表２より，Sub. K を除いて光
治療前後の自律神経異常マーカーが減少して
いることが確認された（治療前マーカー値：

医機学　Vol．85，No．6（2015）（　　）5
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図4　特徴量の比較

図3　解析結果例

（a） 自律神経機能異常者 （Sub. A）
（b） 自律神経機能正常者 （Sub. P）

（a） x1：指尖容積脈波振幅（立位／前臥位）
（b） x2：指尖容積脈波振幅（後臥位／立位）
（c） x3：指尖容積脈波振幅（前臥位／後臥位）
（d） x4：ベッド角度に対する指尖容積脈波振幅変化率
（e） x5：血管剛性β（立位／前臥位）
（f） x6：血管剛性β（後臥位／立位）
（g） x7：血管剛性β（前臥位／後臥位）
（h） x8：ベッド角度に対する血管剛性β変化率
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0.798±0.137， 治 療 後：0.539±0.432）． ま た，
光治療前に自律神経機能異常であると識別され
た被験者４名のうち，２名が光治療後に自律神
経機能が正常と識別された．

５．考　察

４章では，まず提案法により自律神経機能
が評価可能か検証実験をおこなった結果を示し
た．図３より，ベッド上昇に伴う指先容積脈波
振幅の減少，剛性βの増加を確認した．起立
負荷に対し，末梢血管が収縮することにより血

流を上半身に押し戻す反応が生じたためと考え
られる．この反応が原因で，指尖容積脈波振幅
が減少し，血管収縮に伴って血管自体が硬くな
り，剛性βが増加したと考えられる．

図４および ROC 解析結果より，各患者群間
で個々の特徴量を比較した場合，全ての指標に
対して有意な差が確認できなかった．しかしな
がら図４の異常値平均に対する各特徴量の変動
係数を比較すると，異常群と正常群で，ある程
度ばらつきに差があることが確認できる．これ
は，一方の群がある値の付近に集中し，もう一
方の群はそのまわりにばらついていた可能性を
示している．その結果，t 検定では有意な差が
確認できず，ROC 解析では AUC 値が低い値
になったと考えられる．そこで，本論文ではい
ずれかの特徴量で各群を分類するのではなく，
値のまとまりやばらつきに着目し，すべての特
徴量を組み合わせて LLGMN13）による学習を試
みた．

図５より，提案指標では群間に有意な差が確
認された（p < 0.001）．また全被験者で ROC
解析をおこなった結果，AUC 値は 0.827 と高
い精度であった．表１では，学習データの識
別率は感度，特異度ともに 100％と高く，学習
に用いていない未学習データの感度，特異度も
ともに 80％とある程度高い値を示した．さら
に ROC 解析をおこなった結果，各特徴量単独
では 0.52 〜 0.64 程度であったのに対し，提案
法では学習データの AUC 値は１，未学習デー
タの AUC 値は 0.76 と各特徴量の AUC 値と比
べて高い精度であった．以上より，本手法を用
いて自律神経機能を評価できる可能性が示され

（　　） 医機学　Vol．85，No．6（2015）6
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図5　自律神経異常マーカーの解析結果

表1　提案法による識別結果

（a） 自律神経異常マーカーの比較
（b） ROC 曲線

（a） 学習データ
（b） 未学習データ

表2　光治療前後の自律神経異常マーカーの変化
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た．なお，本論文の実験では被験者総数 25 名
のうち 10 名を学習データとして利用し残り 15
名を学習結果によって評価したが，実用の際，
学習データ／未学習データの比率をこの割合と
同じにすることは難しいと考えられる．ただし，
LLGMN の識別精度は学習データ／未学習デー
タの比率ではなく，用意した学習データで自律
神経機能異常被験者と自律神経機能正常被験者
の一般的な特徴を正確に学習できるかどうかと
いう点に依存する．今後は実用に向けて，今回
未学習データとして用いた被験者群も学習デー
タとして取り込むなど可能な限り被験者数を増
やし，より精度の高い識別能力を実現する必要
があろう．

MIBG 心筋シンチグラフィ検査は体内被曝を
伴う検査であり，被験者にとって非常に負担と
なるため，複数回おこなうことが非常に困難で
ある．そこで，本手法による自律神経機能評価
を用いて光治療前後で計測をおこない治療効果
の定量評価を試みた．表２の光治療前後の自律
神経異常マーカーの変化より，光治療を受けた
患者４名のうち少なくとも２名の自律神経異常
が改善しており，治療効果を提案法より定量評
価できる可能性が示された．ただし被験者数が
少なく，本システムの実用性を検討するために
は，今後，データ蓄積を踏まえさらなる検討を
おこなう必要がある．

６．まとめと今後の課題

本論文では HUT を利用した新しい自律神経
機能検査法を提案し，個々の特徴量ではなくす
べての指標を組み合わせ NN で学習的に識別す
ることにより，精度良く自律神経機能を評価で
きる可能性を示した．また，光治療を受けた患
者が MIBG 心筋シンチグラフィ検査をおこな
わずとも，提案法により光治療効果が定量評価
できる可能性を示した．今後は被験者を増やす
ことで NN による識別率の向上を目指すととも
に，運動機能検査と提案法を組み合わせること
で PD と Pism が鑑別診断可能か検証したいと
考えている．
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付　録

LLGMN は混合正規分布モデルを対数線形化
してネットワークに展開したもので，サンプ
ルデータの統計分布をモデルに従って学習し，
入力パターンに対する事後確率を算出，パタ
ーンの識別をおこなうことができる．LLGMN
ではまず，混合正規分布モデルの各コンポー
ネントに対応する正規分布をネットワークの
重み係数として表現するため，入力ベクトル 

に対し次式のように
非線形変換を施す．

 （3）

ネットワークの第１層は変換された入力ベクト
ル X の次元数 H = 45 個のユニットから構成さ
れ，各ユニットは入力 Xh（h = 1,⋯,45）  をそ
のまま出力する．入出力関係は

 （4）

  （5）

となる．（1）Ih と（1）Oh は h 番目のユニット
の入出力を表す．
クラス数を 2，クラス c に対するコンポーネ
ント数を Mc とするとき，第 2 層は ∑  個
のユニットから構成される．ユニット {c,m}  

（c=1,2,m=1,⋯, Mc） は 第 1 層 の 出 力 に 重 み 
∑ を介して受け取る．入力を ∑，出力を

∑ ∑
とするとき，その関係は

∑  （6）

∑ ∑
 （7）

となる．ただし， は混合正規分布モデル
を構成するパラメータを重み係数として展開し
たものであり， である．
第 3 層は 2 個のユニットからなり，ユニット c 
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は第 2 層の MC 個のユニットを統合したもので
ある．入力 ∑と の関係は，

∑  （8）

 （9）

で与えられる．このとき，第3層の出力 は，
ネットワークの内部計算により特徴ベクトル x 
のクラス c に対する事後確率 P（c│x）が算出
可能となる．

LLGMN の学習では，全クラスにおける N
個の特徴ベクトル x（n）（n = 1, ⋯, N）に対して，

が与えられるとする．ネッ
トワークは次式の評価関数を最小化，すなわち
Kullback-Leibler 情報量を最小化するように学
習をおこなう．

∑ ∑ ∑
  （10）

このとき，重みの修正量 ∑ ∑は

∑ ∑  （11）

∑

  
（12）

で与えられる．
ここで η>0 は学習率である．これにより，

混合正規分布モデルのパラメータを重み係数と
して学習的に獲得できる．
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１．目　的

アデノシン三リン酸Adenosine tri-Phosphate
（ATP）は，地球上の総ての生物のエネルギー
源として存在する化学物質であることから，生
命活動がおこなわれる場所には必ず ATP が存
在する．ATP 測定法は簡便，迅速，高感度で
あるため食品衛生の分野では早くから利用が始
まったが，近年では医療分野において広く活用
されるようになり 1）2）特に手術や処置に使用し

た医療機器の洗浄評価の指標として活用が試み
られている．

2012 年 8 月に公表された日本医療機器学会
「洗浄評価判定ガイドライン 3）（以下，洗浄評価
判定ガイドライン）」によると，鋼製小物の洗
浄評価指標は残留蛋白質の量で規定され，器械
あたりの蛋白質量の許容値は 200μg，目標値
は 100μg である．一方，蛋白質以外の評価指
標として，1999 年に伏見らにより使用後の医
療機器の残存血液の判定に ATP 測定法を適応
することについての検討結果が報告 4）されて以
降，鋼製小物の洗浄評価の指標として ATP 測
定法が注目されるようになった 5）．先の洗浄評
価判定ガイドラインには洗浄評価の指標とし

＊ 東京医療保健大学大学院医療保健学研究科
＊１ 東京大学医学部附属病院看護部
 （原稿受付：2015 年 8 月 25 日）
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新鮮ヒト血液を用いたアデノシン三リン酸測定法の
洗浄評価判定法の有用性に関する検討

内 田 美 保＊ , ＊１， 菅原えりさ＊， 梶 浦 　 工＊， 小 林 寬 伊＊

Availability of Adenosine Tri-phosphate measurement method for Practical Assessment of 
Medical Instrumentations Cleanliness Evaluating with Fresh Human Blood

Miho Uchida＊,＊１,  Erisa Sugawara＊,  Takumi Kajiura＊,  Hiroyoshi Kobayashi＊

Abstract
The luciferin/luciferase/Adenosine Tri-Phosphate (ATP) bioluminescent method is commonly used 

for cleanliness verification of food processing field. Recent years measurement method using ATP is 
utilized in medical field for its simplicity, rapidity and highly sensitivity. However, for the assessment 
of the ATP measurement method has not yet showed that correlation between the protein and ATP in 
fresh human blood. This study examined the correlation between the amount of protein and ATP of 
fresh human blood. We collected blood samples from healthy 10 adults. We measured the ATP and 
ATP+AMP (Adenosine Mono-Phosphate) values of diluted blood solutions by using each measuring 
instruments. Furthermore, the amount of protein in each solution was measured by the Bradford 
protein assay. Both amount of ATP and ATP + AMP had greater variation and depended on the dilution 
obtained and mostly showed decline over time. For the amount of protein and ATP and ATP + AMP 
value of the log in the dilution showed strong positive correlation. The results of this study suggest the 
effective use of the ATP measurement method in healthcare settings.
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て，蛋白質に加えて ATP が拭き取り判定法と
して明記された．しかし，ATP は測定方法や
測定時間など様々な条件により測定値が変動す
ることが指摘されており 6），指標となる明確な
数値は示されていない．さらに新鮮ヒト血液の
蛋白質量と ATP 量の相関関係について明らか
にした報告はない．そこで本研究では新鮮ヒト
血液を用いて ATP 量と蛋白質量との関係性を
明らかにし，洗浄評価判定法の有用性について
検討した．

２．方法

1）�ATP測定機器の測定精度および時間経
過に伴うATP量の変化

ATP のみ測定する測定器 A （Clean TraceTM 

UNG3，3M 社 ） お よ び，ATP と ATP の 分
解産物であるアデノシン一リン酸 adenosine 
mono-phosphate（AMP）も測定する測定器 B

（LumitesterR®PD-20，Kikkoman 社 ） を 各 測
定精度，および時間経過に伴う ATP 量の変化
について検証試験をおこなった．健常人１名（女
性，44 歳）の前腕静脈から血液約 2.5mL を抗
凝固剤エチレンジアミン四酢酸二水素二カリウ
ム二水和物（EDTA-2K，ニプロ株式会社）入
り採血管に採取し，精製水（注射用水，大塚製
薬株式会社）にて直ちに 1 × 103，1 × 104，およ
び 1 × 105 倍にそれぞれ希釈し，約 23℃の室温
に放置した．各希釈液の調製直後，１時間およ
び２時間後の ATP 量および ATP+AMP 量を，
以下に示す方法でそれぞれ５回測定した．各希
釈液から 10μL ずつマイクロピペットで採り，
測定器 A については，クリーントレース ATP
測定用試薬（UXL100®，スリーエムヘルスケア
株式会社）に直接滴下した後，一試薬毎に 30
回振盪し，測定器 A の専用計測器にセットし
て発光量 Relative Light Unit（以下 RLU）を
記録した．測定器 B については，クリーント
レース ATP 測定用試薬（Lucipac®Pen，キッ
コーマンバイオケミファ株式会社）が乾燥綿棒
であるため，精製水 100μL を綿棒に滴下して
湿らせた後に各希釈液 10μL を滴下した．一
試薬毎に 30 回振盪した後，測定器 B の専用計
測器にセットして表示された RLU を記録した．

２）�健常人 10 名の新鮮血を対象とした，
ATP量と ATP+AMP量ならびに蛋白
質量の測定

健常成人 10 名を対象に，前腕静脈から血液
約 2.5mL を前述した同様の抗凝固剤入り採血
管に各採取し，精製水にて直ちに 1 × 103 ～ 1×
106 倍の範囲で 12 系列の各希釈液を作成した．
これら各希釈液について，1）と同様の方法にて，
ATP 量および ATP ＋ AMP 量をそれぞれ２
回ずつ測定しその平均を求めた．

ATP 量および ATP ＋ AMP 量測定に引き
続き，12 系列の各希釈液の蛋白質量を測定し
た．蛋白質測定法は，操作が簡単で良く用いら
れる方法であり蛋白質の染色に用いられる色
素 Coomassie Brilliant Blue ;CBB トリフェニ
ルメタン系青色色素が，蛋白質と結合する際の
吸光度の変化を測定する Bradford 法を用いた．
各希釈液 2mL と蛋白質定量試薬（Coomassie 
Protein Assay Reagent Kit®，Thermo Fisher 
Scientific Inc.）2mL を混合し , 室温で 20 分間
静置後，吸光度（595nm）を分光光度計（U-3310，
日立製作所）で測定した．

本研究は，東京保健医療大学および東京大
学に倫理申請をおこない，双方の「ヒトに関
する研究倫理審査」の承認（院 26-3 および№
10558）を取得し，被験者には文書を用いて十
分に説明し同意を得たうえで実施した．

３．結　果

1）�ATP測定機器の測定精度および時間経
過に伴うATP量の変化

ヒト新鮮血液の 1 × 103，1 × 104，1 × 105 倍
の各希釈液の調製直後，1 時間後および 2 時
間後の測定器 A（ATP 量）ならびに測定器
B（ATP+AMP 量）の，各 5 回測定の平均値，
標準偏差および変動係数を表１に示した．上
記希釈順に，ATP 量（RLU/10μL）は 42,197
± 4,070，5,084 ± 705，2,412±239，ATP+AMP
量（RLU/10μL）は，11,232 ± 1,187，1,043±
108， 584 ± 105 をそれぞれ示した．時間経過
とともにこれらは概ね低下傾向を示し，ATP
量 で は 67 ～ 86 ％ に，ATP+AMP 量 で は 78
～ 113％に変化した．また各測定値につい
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て，ATP 量では最小 5.2％から最大 20.9％の，
ATP+AMP 量では 7.3％から 18.0% の変動係数
をそれぞれ有し，これらは希釈倍率や時間経過
とは関係がなかった．
2）�健常人 10 名の新鮮血を対象とした，
ATP 量と ATP+AMP量ならびに蛋白
質量の測定

被験者は女性８名，男性２名で，年齢は 46.5
±8.4 歳であった．採血から測定終了までに要
し た 時 間は 139.2±10.4 分 で あった．ATP 量

（RLU/10μL）について，１×103 倍希釈液の平
均±標 準 偏 差 は，40,516±6954，最 大 51,120，
最小 29,002 を示し，希釈に応じてこれらは小さ
くなり１×106 倍希釈液では 126±154，517，40
を示した（表２）．同様に，ATP+AMP 量（RLU/10
μL）について，１×103 倍希釈液の平均±標準
偏差は，11,117±2,464，最大 14,032，最小 6,819
を示し，希釈に応じてこれらは小さくなり１×
106 倍希釈液では 36±21，70，13 を示した（表

３）．蛋白質量について，１×103 倍希釈液の平
均±標準偏差は，197.7±18.7，最大 228.9，最
小 160.9 を示し，希釈に応じてこれらは小さくな
り１×105 倍希釈液では 2.2±1.6，5.4，1.0 を示し
た（表４）．各希釈液の蛋白質量の対数（Log 蛋
白質量μg）と ATP および ATP ＋ AMP 測定
値の対数（LogRLU）の関係性につき，前者を x
軸に，後者を y 軸にとりそれぞれプロットし，両
者の関係性について一次式ならびに寄与率を求
め，図１および図２に示した．ATP については
y=0.961x+2.343，寄与率 0.955，ATP+AMP に
ついては y=0.968x+1.784，寄与率 0.958 がそれ
ぞれ導かれ，蛋白質量と ATP，ATP+AMP の
各対数値との間には強い正の相関が認められた．

医機学　Vol．85，No．6（2015）（　　）11

―　 　―

表1　ATP測定器の測定精度の検証
１．測定器A（ATP量）
希釈倍率 　 直後 1時間後 2時間後
1×103 平均（RLU） 42196.6 29453.2 33413.2 

標準偏差 4069.8 6149.4 1749.3 
変動係数（%） 9.6 20.9 5.2 

1×104 平均（RLU） 5084.2 4382.8 3837.6 
標準偏差 704.5 514.2 361.1 

　 変動係数（%） 13.9 11.7 9.4 
1×105 平均（RLU） 2411.8 1907.2 1607.0 

標準偏差 238.7 134.7 133.7 
　 変動係数（%） 9.9 7.1 8.3 
測定器A：Clean TraceTMUNG3（3M社）を使用し
被験者１名につき，各希釈検体，各測定時間につき５
回ずつ測定

２．測定器B（ATP+AMP量） 
希釈倍率 　 直後 1時間後 2時間後
1×103 平均（RLU） 11232.2 9541.6 8809.6 

標準偏差 1186.8 839.8 1224.1 
変動係数（%） 10.6 8.8 13.9 

1×104 平均（RLU） 1043.2 1180.4 1148.2 
標準偏差 107.7 132.6 90.1 

　 変動係数（%） 10.3 11.2 7.9 
1×105 平均（RLU） 583.6 541.0 503.2 

標準偏差 105.3 39.5 79.5 
　 変動係数（%） 18.0 7.3 15.8 
測定器B：LumitesterR®PD-20（Kikkoman社）を使用し，
被験者１名につき，各希釈検体，各測定時間につき５
回ずつ測定

表2　ヒト新鮮血希釈液中のATP測定値
（RLU/10µL）

希釈倍率 平均 標準偏差 最大 最小
1×106 126.4 154.1 517 40 
3×105 166.6 62.1 301 68 
1×105 415.8 151.8 763 232 
3×104 1203.5 257.8 1605 855 
1×104 3660.1 1081.8 5625 2345 
5×103 8454.9 2389.7 12358 5842 
3×103 13100.5 2492.5 16132 9652 
2×103 18981.2 4469.7 27022 14755 

1.8×103 21625.5 4711.2 29921 16183 
1.5×103 27179.4 6165.7 36668 18711 
1.2×103 30608.0 6770.3 42816 21075 

1×103 40516.4 6953.9 51120 29002 
測定器Aを使用し，被験者10名につき，各希釈検体を
２回ずつ測定

表3　ヒト新鮮血希釈液中のATP+AMP測定値
（RLU/10µL）

希釈倍率 平均 標準偏差 最大 最小
1×106 36.1 20.6 70 13 
3×105 52.3 19.4 77 24 
1×105 120.7 47.6 236 78 
3×104 361.1 125.8 585 172 
1×104 1020.3 258.2 1386 689 
5×103 2107.3 501.2 2908 1288 
3×103 3912.3 1014.9 4956 2345 
2×103 5446.3 1426.7 7559 3099 

1.8×103 6289.3 1948.0 8571 3752 
1.5×103 7918.0 1691.4 9660 5222 
1.2×103 9899.5 2351.4 13019 6892 

1×103 11117.4 2464.3 14032 6819 
測定器Bを使用し，被験者９名につき，各希釈検体を
２回ずつ測定
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４．考　察

今回，新鮮ヒト血液を用いた ATP 量ならび
に ATP+AMP 量そして蛋白質量との関連性に
ついて検討した．

ATP 量について，測定精度および時間経過
に伴う ATP 量の変化を検討した結果から，使
用した測定器 A, 測定器 B ではそれぞれ最大
20.9％，18.0％の変動を含み，ヒト新鮮血液の
１×103 ～１×106 倍希釈液の ATP 量および
ATP+AMP 量は時間経過に応じともに低下傾
向が見られ，検体採取から測定までの時間の影
響を受けることが確認された．

複数名の被験者から採取した新
鮮血液の３×105 倍希釈液にて測定
された ATP 量（RLU）は 68 から
301，ATP＋AMP 量（RLU） は 24
から 77，１×106 倍希釈液では，同
40 から 517，13 から 70 をそれぞれ
示した一方で，血液の３× 105，１×
106 倍希釈液の蛋白質量は Bradford
法では測定することができなかっ
た．牛生レバーを用いた蛋白質量と
ATP 量の検出感度を比較した研究 6）

では，希釈倍率１×104 以上では蛋
白質は検出されなかったが ATP は
測定可能であったことが示されてい
る．今回，ヒト血液においても，蛋
白質測定法では検出できない程度
の検体であっても ATP 測定法では
検出することが可能であった．従
って，今回の研究から ATP 量と
ATP+AMP 量の測定法は，精度は
低いが感度の高い測定法であること
が確認された．

羊保存血液を用いた蛋白質量と
ATP値の関係性を調べた先行研究 7）

では蛋白質量 200μg に対する ATP
値は 30,000 RLU 以上，100μg に対
する ATP 値は 10,000 RLU 以上と
報告している．今回，新鮮ヒト血液
を用いた測定結果から求められた蛋
白質質量と ATP 量の各対数値，あ

（　　） 医機学　Vol．85，No．6（2015）12
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表４　ヒト新鮮血希釈液中の蛋白質量（μg/mL）

希釈倍率 平均 標準偏差 最大 最小
1×106 UD UD UD UD
3×105 UD UD UD UD
1×105 2.16 1.57 5.44 0.98 
3×104 6.71 1.45 9.03 3.57 
1×104 18.93 2.60 22.89 14.11 
5×103 38.50 2.59 43.40 34.70 
3×103 69.92 7.49 82.56 59.47 
2×103 97.69 8.67 113.09 88.28 

1.8×103 130.45 9.66 144.12 118.93 
1.5×103 145.66 14.98 176.18 126.56 
1.2×103 174.85 19.02 206.34 145.27 

1×103 197.69 18.70 228.85 160.92 
Bradford法を用いて，被験者10名につき各希釈検体を
測定
希釈倍率3×105および1×106では蛋白質量が検出できな
かったため，検出限界以下（undetectable；UD）とした

y = 0.961x + 2.343
R² = 0.955
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測定器Aを使用し，被験者10名の各蛋白質量測定値（対数）をx軸に，各
ATP測定値の対数（LogRLU）をy軸にそれぞれブロットし，その関係性に
つき線形近似により一次式と寄与率（R２）を求めた

測定器Bを使用し，被験者9名の各蛋白質量測定値（対数）をx軸に，各ATP
測定値の対数（LogRLU）をy軸にそれぞれブロットし，その関係性につき
線形近似により一次式と寄与率（R２）を求めた

図1　ヒト新鮮血液の蛋白質量対数値とATP対数値との関係

図2　ヒト新鮮血液の蛋白質量対数値とATP+AMP対数値との関係
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るいは蛋白質量と ATP+AMP 量の各対数値の
それぞれの回帰式から 1mL 中の蛋白質量 200
μg および 100μg に相当する ATP 量（RLU）
を算出すると，それぞれ 3,574,400，1,840,300 が，
同 様 に ATP+AMP 量（RLU） は，1,020,600，
523,100 がそれぞれ得られた．前述したように
これらの測定値の精度は必ずしも高くなく，10
例の解析結果であることも考慮する必要があ
るが，本研究では新鮮ヒト血液中の蛋白質と
ATP 量の関係性について新たな知見を与える
ことができたと考える．

今回，同じ検体を測定器 A，測定器 B でそ
れぞれ測定して得られた RLU 値には差異があ
った．それは測定器に表示される測定結果の数
値（RLU 値）は，ATP 標準液を用いた RLU
とATPの関係を表わす式により求められるが，
この係数はメーカにより独自に設定されている
ことに起因するものである．大石らによると両
社製品で得られる RLU 値の間には非常に強い
相関がある 8）としているが，異なる測定器にて
表示された各 RLU 値そのものを単純比較する
ことは適切ではない．

ATP 測定法は，臨床現場で職種を問わず容
易におこなえ，かつ迅速に判定できる利点を有
する反面，本研究で示したとおり，測定値は測
定器種によって変動し，汚染後測定するまでの
経過時間や，汚染の存在状態，また対象表面か
らの採取方法の影響も受けるなどの欠点も有す
る．病室環境の清浄度評価等に ATP 測定法を
活用した報告 9）や，目視と ATP 測定および細
菌培養の関連性について検討した報告 10）11）が
あるが，いずれも ATP 測定法の有用性を認め
つつ環境の清浄度判定に適用することの問題点
と限界を指摘している．今回の検討では採血後
から２時間半以内の新鮮血液を対象としたが，
実臨床において遭遇する採血後の注射針の廃棄
容器やその周辺環境，処置台などの血液汚染は，
必ずしも新鮮血液とは限らない．さらに長時間
経過した血液や乾燥した血液についての ATP
量および蛋白質量については，別途の検討・検
証が必要である．

５．結　論

ATP 測定法は，変動係数が高く測定数値の
ばらつきの大きいことが明らかになったが，採
血後２時間半以内のヒト血液の ATP 量および
ATP+AMP 量と蛋白質量は相関性があること
が確認された．すなわち鋼製小物について血
液や体液による汚染後２時間半以内であれば，
ATP 量もしくは ATP+AMP 量を測定するこ
とにより汚染の程度の評価判定が可能であるこ
とが示唆された．臨床の環境汚染については，
様々な要因の影響を考慮する必要があり，やみ
くもに ATP 測定法を応用するのではなく利点
を生かした有効活用を検討すべきである．
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１．はじめに

昨今の手術室は手術手技や手術機器の急速
な進歩に伴い，環境面に対する柔軟な対応が求
められている．特に低侵襲を目的とした鏡視下
の手術やロボットを使用した手術，診断装置等
（CT，MRI，アンギオ）を手術室内に設置した
ハイブリッドOR，ナビゲーションシステム等
を駆使したインテグレーションOR等，技術革
新や情報化の進展は今後さらに加速され，諸室
としての手術室の機能そのものが大きく変化す
るものと考えられる．一方，病院機能分化に伴
う急性期医療の集約化は大規模病院に手術件数
の大幅な増加をもたらした．結果，エビデンス
に基づかない常識はことごとく覆され，効率的
で安全な運用方法の大規模な見直しも数多く実
行されている．例えば，「一足制の導入」や「手
術室のコンバーチブル化」などは近年の手術部
門の常識を大きく変化させた運用事例の一つと
言えよう．このような技術革新的な流れや効率
性を追求していく流れは相互に影響し合いなが
ら進化していくものと予測される．

２．手術室環境について

また昨今では手術部門においても，患者に対
するアメニティ環境の必要性が求められたり，
スタッフの働き場所としての特殊性を改善しよ
うという流れが起こってきている．アメニティ

環境については，麻酔方法の変化や一足制の導
入により，患者が直接手術室に歩行入室する
ケースが増えたことなどが理由の一つと考えら
れる．例えば手術室の壁面の色そのものを「手
術室らしくない」色とすることで患者の緊張感
や不安感を和らげる効果を狙ったり，LED照
明の調色機能を活用して，空間全体を「入室」，
「麻酔導入」，「手術」，「麻酔覚醒」，「退室」な
どシーン別に色付けすることで演出したりする
事例はかなり広範囲で実践され始めている．ま
た，スタッフの働き場所の改善方法も様々な形
で検討が進んでいるが，手術室の機能としての
特殊性からその解決は簡単ではない．
例えば手術部門における空調環境は，清浄度
維持と同時に患者の体温保持と室温維持という
相反する効果が求められる．一般的に手術室は
年間を通じて冷房運転になる場合が多く，同空
調環境下に執刀医，麻酔医，器械出しや外回り
看護師等，それぞれの着衣量や代謝量，それに
室内における定位置等の条件が大きく異なる多
職種の人が滞在し，それぞれが異なった体感温
度を受けている．結果として手術室内の執刀医
は「熱い」それ以外のスタッフは「寒い」とい
う極端な温冷感に分類されると言っても過言で
はない．また手術を受ける患者にとっては手術
室内の温熱環境が体温へ及ぼす影響は更に大き
い．室内ではほぼ裸の状態となって手術台に横
たわり，天井から手術台に向かって吹き出して
くる冷気にさらされる環境は過酷な状況と言え
る．術中，麻酔医等により体温コントロールさ
れるとはいえ，生体にとって負荷の少ない空調

＊	 	㈱セントラルユニ
＊１	聖路加国際病院
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環境への期待は大きいと思われる．
次に手術室における照明環境については，
推奨照度（lux）だけを規定していた「JIS	
Z9110」が約 30 年ぶりに改訂され，照度基準
に加えて，不快グレア（UGRL），演色評価数
（Ra90）などの質的要件を規定した照度基準へ
と改訂されたことの意義は非常に大きい．しか
し，現存する手術室でこの規格を達成している
手術室は皆無と思われる．前述した調色機能等
の活用方法も含め，手術室における照明環境の
「質」に注目が集まることにより，環境整備が
進むことに期待したい．

3. 最後に

病院を取り巻く環境は急速に変化してきて
おり，今後もその勢いはますます加速していく
ものと考えられる．その中で手術部門及び手術
室という特殊な環境が医療技術や医療機器の進
化だけではなく，患者にとっての環境や働くス
タッフにとっての環境も併せて，今後どのよう
に発展させていくのかを予測することは非常に
困難だと思われる．しかし，昨今のトレンドを
知ることや，また従来課題として捉えられてい
なかったことがフォーカスされ始めていること
を知ることが，会員の方々のこれからの活動の
一助になればと考えている．
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１．はじめに

1960 年頃のNASA（米航空宇宙局）による
塵埃除去のための物理的クリーンルームの開発
を発端とした，手術室の空調設備における清浄
度維持の役割は，その後，「CDC（米国疾病予
防管理センター）」によるガイドライン，指針
が制定されたことにより，手術室における空調，
換気設備に着実な進歩と発展をもたらした．国
内では，1953 年に国内病院設備の研究，改善
および普及を図ることを目的として「日本医療
福祉設備協会」が設立され，病院諸設備の技術
開発を推進し，患者の健康回復への最適な環境
づくりの指針となるよう「病院設備設計ガイド
ライン」が制定され，今日の手術室をはじめと
する病院施設の最適環境実現に向けての指針と
なっている．
一般に手術室の空調は「清浄度管理」と「温
熱環境」の２つの機能が高度に要求されるた
め，そのシステム構築には格段の配慮が必要と
なる．清浄度管理では，室内循環，陽陰圧や清
浄層流の確保などが求められ，温熱環境では暑
さ寒さの調整だけではなく，手術科目に応じた
適温維持も重要な機能となる．
近年，手術中の体温管理は患者の低体温，更
には合併症や回復への悪影響の防止のために重
要なファクターとなっており，1980 年代後半
から積極的に進められるようになった手術中の
体温管理に関する研究は，麻酔下中の患者が起

こす低体温メカニズムの解明や，それに伴う術
中，術後の影響などを解明してきた．
手術室における空調が，それまでの術者やス

タッフの冷温感，即ち暑い，寒いといった従事
者主体の温度環境から，低体温が患者に及ぼす
影響など患者を主体とする空調環境の意識が見
直されてきており，手術中の温熱環境が清浄度
管理と同様に重要視される要因ともなっている．
本稿では，手術室故に複合される空調機能要
求から，現状の手術室の空調管理と潜在する課
題，将来進むべき手術室空調の有り方を考察す
るものである．

２．手術室の現状

近年，手術室では単に医療行為の場としてだ
けではなく，患者の身体負担を軽減し，さらに
は効果的な手術を目的とした低侵襲手術が進ん
でおり，外科治療をおこなう従来の手術室の機
能に加え，アンギオ装置などを用いて内科治療
をおこなうための画像診断機器を組み合わせた
「ハイブリッド手術室」が急速に普及している．
同様に，内視鏡手術も低侵襲を目的としており，
手術創が従来の開腹・開胸手術等に比べ小さく，
術後の臥床期間を短縮することができ，腹腔鏡
や胸腔鏡手術など様々な術式でおこなわれるよ
うになってきている．更には手術支援ロボット
の導入事例も進んでおり，手術室内における医
療機器の普及は，医療技術の進化に伴い更に増
加していくものと考えられる．
また，手術手技の変化や医療機器の普及に関
連して，映像管理システム（PACS）等の導入＊	 	（株）セントラルユニ　ファシリティシステム部
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による院内業務の円滑化，研究・教育目的での
活用を図る動きも見られる．
最近では，医療施設への LED照明の導入も
進んでおり，適切な照度分布，演色性等の機能
に加え，高効率，且つ省エネルギーへの配慮も
必要である．しかし，その一方で，医療機器の
普及に伴い，手術室全体の電気容量が増加して
いることも現状のひとつである．

３．手術室空調の現状

現在の病院空調は，日本医療福祉設備協会
制定による「病院空調設備の設計・管理指針
（HEAS-02-2013）」（以下，HEAS 規格）に準
じた空調システムが一般的であり，基本理念
として，「病院空調は快適環境を目指すととも
に，医療行為を促進する環境を作り，感染防止
にも貢献する設備としなければならない．」と
掲げられている．また，HEAS 規格では現在
の「HEAS-02-2013」に至るまで，幾度かの改
訂がおこなわれており，その背景には，手術室
の取り巻く環境の変化，エビデンスの確立に伴
う「CDC（アメリカ疾病予防管理センター）」，
「ASHRAE（米国暖房冷凍空調技術工業会）」
等の情報が多く関連している．
手術室は，高い清浄度と徹底した室圧管理に
加え，室内の発熱負荷を処理することで医療従
事者の快適感確保及び患者の体温管理に配慮し
た温熱環境の制御が求められる．手術室の空調
システムは，手術台を中心として配置される天
井面のフィルターユニットから清浄な循環空気

が吹き下ろされる垂直層流，または水平層流に
より確実な清浄度の管理がおこなわれるように
なった．一方，手術室の温熱環境は，その清浄
な循環空気である層流に対し温度を付加するこ
とにより，手術室全体の温度管理を担っている．
なお，「HEAS-02-2013」では，室内環境の条
件として下記表のとおり詳細に定められてお
り，高度に管理された環境としている．
先にも述べたように，手術室の温熱環境は患
者を主体とする管理意識が見直されており，術
中患者の低体温が引き起こす諸問題について注
目が深まっている．周術期における患者の低体
温は，手術部位感染（SSI）や合併症に起因す
る事項の一つとして考えられており，術後経過
にも大きく関わると言われている．そのため，
患者の体温管理は，手術時予防的抗菌薬投与（以
下，AMP）等と併せて SSI 抑制の手段として
も広く認識されている．
患者の低体温発生の要因のひとつに，麻酔薬
使用による末梢血管の拡張が引き起こす身体中
枢温の低下が挙げられ，自立性体温調節（シバ
リング）や免疫機能の低下，薬物代謝の遅延，
さらには麻酔の覚醒遅延へとつながる危険性が
ある．現状の防止策として毛布等により体表面
を被覆することや温風式加温装置によって維持
管理が必要となる場合も多く見られる．
また一方では，患者の歩行入室など覚醒状態
で入室することが多くなったことで患者の冷感
を防止するため，さらには，手術終了時の麻酔
覚醒を促す目的などで，一時的に室内温度を上

（　　）	 医機学　Vol．85，No．6（2015）18
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表１　手術室の室内環境条件 1）

※１：	吸込口は，手術室内壁にバランスよく配置し，床面よりの高さは吸込口上端で手術台より低く，天井面より吹
出した気流が手術台を覆うように計画する．

※２：	手術室は周囲に対し陽圧（周囲のゾーンより 2.5	Pa 以上高い圧力）を維持するように換気する．
※３：	全風量は吹出し風速（垂直層流：0.35m/sec）と吹き出し面積により決定する．
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昇させるケースもある．

４．現状の問題点

昨今の手術室は手技の多様化や医療機器の
進化に伴い，室内発熱量の増加による空調に対
する要求も大きくなることから，要求される温
度の維持には年間を通じ冷房運転となる場合が
多くみられる．そのため，天井面のフィルター
ユニットからの循環空気を用いて温熱環境を制
御する対流式空調システム（図１）の場合，発
熱負荷を処理するための吹出空気の温度は，室
内温度に対して４～８℃低い温度で吹き出すこ
とになる．天井面のフィルターユニットは，一
般的に最も高い清浄度を必要とする手術台を覆
うように配置されるため，吹き出した空気は手
術台，つまりは患者に直接吹き降ろされる形と
なる．このように患者が低温の吹出空気に曝さ

れる状態は，ドレープの上からでも体表面を冷
やすこととなり，延いては体温低下を助長する
ものと考えられる．長時間にも及ぶ手術におい
て，術中連続的に手術台上部より冷房し続ける
ことが，患者の体温管理の妨げとなることは明
らかである．防止策として循環風量（吹出面積）
の増加による吹き出し温度の抑制等が挙げられ
るが，手術室の天井面は無影灯，シーリングペ
ンダント等の天井懸垂機器や照明器具も配置さ
れるため，必ずしも吹出面積が確保できるとは
限らない．
また，吹出空気と室内空気は温度差により密
度が異なるため，比重の大きい低温空気が室内
下部に，比較的高い温度帯の空気が室内上部に
分布することで，上下温度差や室内温度分布の
バラつきを引き起こす（図２）．手術室の空調
システムはHEAS 規格内でも謳われているよ
うに，術野の確実な清浄度維持を目的として天
井面より吹き出し，周囲壁面下部に吸込口を配
置する場合が多いことから，現状として温度差
による問題が生じている事例は少なくない．術
者と周囲スタッフで異なる温冷感を訴える要因
としても，着衣量や代謝量といった人的要素も
含まれるものの，温度差による影響も発生要因
の一つとして挙げられる．このように上下温度
差や室内温度分布のバラつきは，術者を中心と
した医療従事者の快適感を乱す要因にもなるた
め，高い集中力を必要とし，繊細な治療行為を
おこなう温熱環境としても望ましくない．
また，内視鏡手術などの光学レンズを用いた
医療機器において見られるレンズが曇る要因も
低温空気による場合が多い．カメラを湯煎して
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図１　従来手術室空調システムフロー図

図２　室内温度分布のバラつき（従来手術室空調システム）
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再び体内に戻す時に冷風の影響を受け，レンズ
が結露する場合が度々あり，手術を進める上で
は術者，スタッフの円滑な作業の妨げになって
いると考えられる．
これらの問題を引き起こす要因は，室内の発
熱負荷，医療従事者の温冷感，患者の体温管理
など，それぞれが温熱環境に要求する条件が異
なることにある．本来，患者の生命・安全を第
一とする手術・治療行為ではあるが，治療を施
す医療従事者の負担となる温熱環境は決して作
られるべきではない．
さらに，手術台上部より循環空気を温調して
吹き出す対流式空調システムには，術野の清浄
域確保にも影響を及ぼす危険性がある．冷房時，
天井面からの吹出空気は，室内空気との密度差
によって手術台に近付くにつれて風速を増しな
がら吹き降ろされる．これは空気の温度による
比重の変化によるもので，冷たい空気の比重が
大きく（重く）なるための現象である．吹き出
される冷風は気流断面を縮小（縮流現象）する
ように，中央に集中する気流分布，つまりはフィ
ルターを通過した清浄空気が範囲を縮めて術野
へ供給されることになる現象を起こす（図３）．
本来，清浄空気が手術台を覆うように計画して
いるにも関わらず，計画通りの清浄領域が確保
されていないことは，清浄度管理や手術部位感
染（SSI）の面から考えると問題である．
このように，天井面からの垂直層流のみによっ
て清浄度・温熱環境を同時に制御する対流式空
調システムは，これまで述べた数ある問題点を
解消する上では矛盾する点が多く，手術室環境
が抱える問題・要求に応える空調システムの機
能・役割について見直す必要があると考える．

５．将来の手術室空調の在り方

これまで述べてきた手術室空調に関わる背
景・浮き彫りとなった現状の問題点より，手術
室に求められる環境とそのために空調システム
の在るべき役割について考察する．
まず始めに，手術室の温熱環境を整え快適
な治療環境をつくる上で，人体に影響を与える
温熱環境の要素と快適指標について考慮する必
要がある．温熱環境に影響を与える因子は，気
温，平均放射温度，相対湿度，風速の環境的
要素と代謝量，着衣量の人的要素の 6つがあ
り，「HEAS規格」では，温度・湿度だけでな
く，周壁の表面温度に起因する平均放射温度
（MRT）や，空調吹き出し気流によるドラフト
についても体感に対する影響を十分検討するよ
う解説している．また，国際規格「ISO7730」
では，６要素の影響を考慮し，予測的に温冷
感覚を計算する予測温冷感申告（以下，PMV）
及び予測不快者率（以下，PPD）による評価手
法を示しており，PMVは温冷感を７段階（＋
３～－３）で数値化したもので，PPDはその
数値に対する不快者の割合として定義している
（表２）．
これまでの空調システムでは，手術室に限
らず温湿度による温熱環境の制御が一般的であ
り，現状，手術室空調は室内の医療機器，在員
人数等からなる熱負荷や必要清浄度を想定して
計画されるが，手術室環境に同時多発的に混在
する様々な要求項目をすべて満足させることは
困難である．また，数ある手術部位・術式，手
術手技や医療機器の進歩に加え，病院毎に異な
る手術室の運用方法により室内の条件は刻々と
変動することが予測されるため，これら変化に
継続的に対応することは難しい．人が暑いと感
じる際に，空調の設定温度を過剰に下げる行為
が度々見られるが，この行為がまさに温熱環境
における問題を浮き彫りにするサインのひとつ
とも言える．その際，環境の変化を見越して，
空調機の能力を多く見積もることも適切な根拠
に基づいた空調計画とは言えない．したがって，
人の快適性を満たすためには，より人体に影響
する環境的要素をバランスよく管理することが

（　　）	 医機学　Vol．85，No．6（2015）20
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図３　冷風による気流断面の縮小（縮流現象）
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重要だと推察される．
これらの状況を鑑み，手術室環境に関する基
準・指針に則った環境を室内条件が変動した場
合でも，維持し続けることのできる空調システ
ムである必要がある．また，現状の問題点から
見える必要事項として，吹出空気と室内空気の
温度差を抑制した上で，手術台を覆う垂直層流
により術野の清浄域が適切に確保された空間で
あるべきである．
しかしながら，現行の室内空気の温調に頼る
空調システムでは限界があるもの事実であり，
抜本的な改善が求められるところである．

６．将来に向けた取り組み

前述の通り，人体における温冷感の体感は室
内空気温度だけではなく，湿度，気流，平均放
射温度に影響されることから，より理想的な環
境の実現には，環境的要素を適正に制御するこ
とが求められる．現行の空調システムでは，特
に平均放射温度の制御は実質的に「成り行き」
で推移しており，医療機器やスタッフ，即ち熱
負荷要素の可変も相まって，均等的な快適環境
の妨げとなっていることは否めない．
言い換えれば，平均放射温度を積極的に制御
することにより，快適な環境の実現が可能にな
ることと言えるのではないのか．
そこで現状の問題点，医療従事者の抱える悩
みに応え，手術室に適した空調環境を創り出す
ため，温熱環境に関する環境的要素のうち，最
も人体に影響を与えるといわれている平均放射
温度（輻射熱）を最大限に利用した空調システ
ムに着目している．室内の空気を温度調整する

のではなく，放射伝熱とよばれる固体および流
体の存在しない空間を熱が移動する現象を活用
することで，人体の温冷感に対してより効率的
な体感を与えることを可能としている．
このシステムでは，温熱環境と清浄度確保を
各々独立式に制御することで，壁・天井面の内
装パネル面を冷却・加熱して得られる輻射熱を
用いた空調システムのため，手術台上部のフィ
ルターユニットからの冷風吹出しを抑制するこ
となる．このことにより，低温の吹出空気が及ぼ
す患者の体温低下の影響を防止，更には，密度
差による吹出風速の増加及び気流の縮流現象発
生を防止し，術野に対して天井面からの安定し
た垂直層流を供給することが可能となる．（図４）
室内空気に温度差による比重の違いがなく
なるため，手術室内の上下温度差，室全体の温
度分布も改善することができ，医療従事者の低
温空気によるドラフト感や足下の冷感による局
所的不快感をなくし，術者，スタッフの空調に
起因するストレスを和らげることも期待される
（図５）．
さらに今後の取組みでは，術中の室内環境の
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図４　輻射式空調システムフロー図

表２　PMV・PPDの温冷感カテゴリー
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状態をより正確に捉え，空調システムの制御に
活かすことが求められるセンシング技術の確立
も不可欠である．将来的に清浄度や温度分布・
気流状態等の環境面の情報に加え，患者の体温
（表面温度）の状態，在員人数，医療従事者の
温熱環境に対するストレス指数等の人的情報を
監視し，治療環境として最適な制御を自動でお
こなうような空調システムが求められることも
考えられる．
手術室はこれまで幾度も述べたように，様々
な要求が混在し，且つ繊細な管理が求められる
空間である．その中には決して疎かにできる要
素はなく，まして患者主体の制御を優先するこ
とで医療従事者が不快に感じたままの環境で
あってはならない．日々急速に進歩する医療技
術・環境を空調計画時より想定することは，こ
れからも大きな課題であり，変化に柔軟に対応
可能な可変的空調システムが今後求められるの
ではないだろうか．

７．最後に

医療機器における科学と技術の発達は，技術
の進歩や医療安全に寄与し，医療の進歩に大き
く貢献してきた．一方，熱負荷の増加といった
側面も否めず，手術室空調の果たす快適環境の
課題ともなってきた．
今後，空調が担う手術室環境は，温度分布や
気流の挙動・分布特性等の温熱環境面だけでな
く，室内温熱環境と患者の体温変化の関係や医

療従事者のストレス度の把握等の臨床的要素の
究明に努めていくことが求められる．手術部位
や術式等の異なる手術条件毎に最適環境の創造
が求められることも推察され，現状の問題を条
件毎にさらに細分化することも必要だと考えら
れる．
医療機器との空調環境の共存は，今後も手術
室に適した環境をどのように空調にて創り出す
かという課題，手術室が進化し続ける空間であ
る以上，避けられない課題であり，共に進化し
続ける両輪として，医療に貢献でき得る存在と
することが責務である．
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図５　室内温度分布（輻射式空調システム）
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１．はじめに

　手術室における照明環境は天井照明と無影灯
の組み合わせが一般的である．これまで多くの
手術室では天井照明には蛍光灯が使用されてお
り，無影灯にはハロゲン光源の無影灯が使用さ
れてきた．しかし近年の LED の急速な普及に
ともない，手術室の照明光源も LED へシフト
し，手術室の照明環境が大きく変わりつつある．
また日本政府が国連での「水銀に関する水俣条
約」に合意したため，2020 年以降，水銀製品
の製造や輸出入の規制が始まる見込みだ．一定
の水銀含有量以上の蛍光灯や水銀灯の生産は終
了し，今後 LED 照明の普及がさらに加速する
ものと思われる．

２．�手術室の照明環境を取り巻くガイ
ドラインについて

　手術室における照明環境を取り巻くガイドラ
インは日本工業規格 JIS Z 9110 1）保健医療福
祉施設の照明基準に規定されている．
　1979 年に定められた照度基準では，推奨照
度（lx）のみ規定されていたが，2010 年，約
30 年ぶりに照明基準が改定され推奨照度（lx）
に加えて，不快グレア（UGRL），演色評価数

（Ra）などの質的要件を加えた照明基準に改定
された．
　今回，高知大学医学部附属病院にご協力頂き，
手術室の照明環境 実測調査と医療従事者への

アンケート調査をおこなった．本稿ではその結
果をもとに現況の手術室 照明環境の実態を明
らかにし，今後 手術室に求められる照明環境
について考察してみたいと思う．

３．回答者の属性について

　アンケートの回答者の総数は 111 名で，業務
別の回答者の内訳を表２に示す．

４．調査対象施設

　天井照明（蛍光灯）と無影灯（ハロゲン光源）
の組み合わせの手術室　計 4 部屋で実測調査を
おこなった．　

５．実測調査結果

1）実測調査の内容について
　アンケートの評価に対して，実際に利用され
ている手術室の状況を把握するため，実測調査
をおこなった．実測調査をおこなった手術室は，
計 4 室であった．手術室の現状の照明環境を把
握するため，手術室の照明基準の指針が示され
ている JIS Z 9110 1）の評価項目を目安とした．

2）手術室の照明基準
　照明設計の際に参考とする JIS Z 9110　2010
改正　照明基準総則 1）の保健医療施設の診療・
検査空間　手術室の指針は下記のとおりである．

・ 維持照度（使用期間中に下回らないように
維持すべき値）：1000 lx（750-1500 lx）

　＊手術部の照度は 10,000 ～ 100,000 lx
・ UGRL（屋内統一グレアの上限値）：19 以下＊  山田医療照明（株）　企画開発課
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特 集

特集：手術室の現在と未来

手術室の照明環境について
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・ Ra（平均演色評価数　100 が最高値）：90
以上

６．実測結果の考察

　JIS の照明基準 1）と実測結果を照らし合わせ
て考察をおこなった．

１）明るさ
　天井照明は全ての手術室において基準の明
るさを満足している部屋はなかった．明るさ
は 500-700 lx 程度で，基準よりも下回る結果で
あった．

（　　） 医機学　Vol．85，No．6（2015）24
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表2　業務別の内訳 表3　UGR段階とグレアの程度の関係

表1　アンケート項目と内容

職　業 回答人数

執刀医または助手 71

麻酔科医師 2

手術看護師 33

臨床工学技士 4

その他 1

合計 111

UGR 段階 グレアの程度
28 ひどすぎると感じ始める
25 不快である
22 不快であると感じ始める
19 気になる
16 気になると感じ始める
13 感じられる
10 感じ始める

＊ UGR は，背景輝度に対して発光部の輝度が高いほど
眩しさを感じやすく UGR の数値は高くなる．

項　目 内　　容

Q1 手術室の天井照明によるあなたの作業エリアへの影響（明るさ / 作業のしやすさ / 色の見えやすさ
/ 目の疲れやすさ），5 段階評価

Q2 手術室の無影灯によるあなたの作業エリアへの影響（明るさ / 作業のしやすさ / 色の見えやすさ /
目の疲れやすさ），5 段階評価

Q3 手術室に設置されている設備や照明器具による作業エリアへの明るさ（天井照明 / 無影灯（メイン）
無影灯（サブ）/ モニタ（術野）/ モニタ（バイタルなど），5 段階評価

Q4 手術室の天井照明の重要度（明るさ / 眩しくないこと / 調光 / 操作性 / 色の見えやすさ / 調色 / カ
ラーライティング），5 段階評価

Q5 手術室の無影灯の重要度（明るさ / 眩しくないこと / 調光 / 操作性 / 色の見えやすさ），5 段階評価
Q6 手術室の照明への関心度，5 段階評価
Q7 手術室や病院全体の照明に対する要望（自由意見）

図１　JIS�Z�9110�2010�による保健医療施設に求められる照明要件　一覧表より抜粋
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２）眩しさ
 全 4 室のうち 1 室のみ UGR が 19.68 となり，
気になるレベルであった．

３）色の見え方
　天井照明による色の見え方を評価する平均
演色評価指数 Ra は，4 室とも 57 または 58 で，
基準（Ra：90 以上）をクリアしていなかった．
Ra だけでなく，R9（赤色の見え方）の演色性
も -112 で下回った．

７．実測結果とアンケート結果の考察

　実測結果とアンケート結果を照らし合わせて
考察をおこなった．

１）�手術室の天井照明による作業エリアへ
の影響について

　明るさ（照度）が 535 lx と低かった手術室

では「目の疲れやすさ」への影響が他の手術室
よりも多かった．

２）�手術室の無影灯による作業エリアへの
影響について

　無影灯による作業エリアへの影響は，相対
的に天井照明よりも大きいと認識されていた．

「目の疲れやすさ」「作業のしやすさ」を無影灯
によって与えられる影響として多く回答があっ
た．
　４つの手術室の中で「目の疲れやすさ」への
影響が大きかったのは天井照明，無影灯ともに
明るさ（照度）が最も暗かった部屋であった．
眼精疲労は局部と周囲の明るさの差が大きい場
合に目が明暗順応の機能を酷使することが要因
といわれているが，そもそも必要な明るさ足り
ていない事で作業に支障をきたして眼精疲労が
起こっている可能性が推察される．

医機学　Vol．85，No．6（2015）（　　）25
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表4　手術室の照明環境実測結果

比 較 項 目 計 ４ 部 屋 の う ち １ 室 の 手 術 室
室面積（㎡）／天井高（ｍ） 36.74 ㎡／ 2.79 ｍ
反射率：天井／壁／床 62.3％／ 37.78％／ 11.26％
水平面平均照度（lx）H=0.85m ＊ 1 535
均斉度（最小／平均照度）＊ 2 0.48
手術部の照度（lx）H=0.85m
直下照度／平均照度＊ 1 49,675 ／ 25,046

UGRL ＊ 3 13.65
背景輝度（ｃｄ／㎡） 28.54
天井照明 Ra ／ R9（赤）R15（肌色） 蛍光灯：58 ／ -111 ／ 36
無影灯 Ra ／ R9（赤）R15（肌色） ハロゲン：93 ／ 64 ／ 88

測定時の写真

＊１： 実測時は，天井照明のみ，無影灯のみ点灯させておこなったが，実測結果では，天
井照明と無影灯の実測値または実測値の平均を合計した値で示している．

＊２： 照明基準総則では，手術室の均斉度は指標となっていないが，保健施設の作業空間
においては，0.7 以上の目安が示されている．

＊３： UGRL は，執刀医の位置を想定し，500 ｃｄ / ㎡以上の輝度を発光部として，魚眼
レンズで測定した輝度画像から算出している．
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３）手術室における天井照明の機能の重要度
　天井照明においては「明るさ」「眩しくない
こと」「調光」「操作性」「色の見えやすさ」の
項目においては，９割程度が重要視しているこ
とが明らかとなった．特に「操作性」と「色の
見えやすさ」に関しては，半数程度が「かなり
重要」と回答している．

４）手術室における無影灯の機能の重要度
　「明るさ」においては全員が重要と回答して
いる．次に重要視しているのは「操作性」であっ
たが，全ての項目に追いて９割以上が重要視し
ていることが明らかとなった．手術室別による
差はあまりなく，無影灯に関してはどの項目も
重要視されているものと思われる．

８．まとめ

　手術室で作業をおこなう医療従事者へのアン
ケート調査と実際に使用している手術室の実測
調査を一緒におこなうことで，現状の手術室の
課題をある程度明確にすることが出来た．
　測定結果では，総体的に天井の明るさと演色
性が基準よりもかなり低く，視環境としても医
療従事者の健康の面からも好ましいとはいえな
い状況であった．
　これらのことは蛍光灯が設置されている多く
の病院で同じような環境であることが考えられ
る．演色性は高効率化と高演色化が進んでいる
LED 照明に変えることで，ある程度改善する
ことが可能となっている．

９．今後の課題と展開

　診療科や手術の種類による評価の違いがあ
り，このことは現行の照明基準を満たす以上の
照明の質が求められているということでもあ
り，さらなる技術改良が求められている．
　LED の特性を生かした調色やカラーライ
ティングの導入は，アンケートの結果からは重

要度はまだ低かった．手術という緊張感がある
空間では，操作の容易さも重要と思われ，導入
にあたっては光色の選定や可変性だけではな
く，より照明効果が発揮されるよう操作性など
に関しても十分な検討が望まれる．
　患者の病気を治すという視環境としては，最
上位の光の質が求められる手術室においては，
天井照明と無影灯を適切に導入し，またその機
能や操作性の向上が必要と思われる．
　今回調査をおこなった高知大学医学部附属病
院の第一病棟の手術室は 2015 年５月に移転し，
第二病棟で新たな手術室の運用が開始してい
る．
　調査で課題となった「明るさ」「まぶしさ」「色
の見えやすさ」は新たな手術室では JIS Z 9110
の基準を満たすかたちで改善，整えられており，
より良い医療環境として運用されている．
　また JIS の基準だけにとどまらず，患者の緊
張や不安を少しでも和らげるため，入室時に橙
色がかった落ち着いた色合いにするなど，シー
ンに合わせて照明を切り替えられるようにして
いる．
　人工的な空間でありながら自然に近い照明環
境を手術室に取り入れることで，医療従事者や
患者それぞれにとって優しい照明環境が整えら
れている．
　このように今後は科目や手術の種類，医療従
事者や患者それぞれの立場やシーン，目的に応
じた照明環境を実現することが重要と思われ
る．

10．謝　辞

　本調査にあたりご協力頂きました高知大学医
学部附属病院　手術部スタッフの皆様に深く感
謝申し上げます．
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１．はじめに

病院において，「手術」は最も重要な医業収
入の一つである．そのために手術室の設備，特
に急性期病院においては高度医療にも対応可能
な設備が求められる．その手術室を計画する際
には，「清潔性」，「安全性」，「機能性」，「拡張性」
といった要素から検討する必要がある．今回は
これらの要素の内，内装システムに関する具体
的な項目と手術部計画における最近の傾向につ
いて述べる．

２．手術部計画の最近の傾向

１）手術部平面型
（1）平面型の種類
平面型は，清潔エリアの設定や器材の動線に
より，一般的に次のように分類される．
＜中央ホール型＞
�　患者・医療従事者・器材（清潔・非清潔）
が中央ホールを共有するプランであり，各動
線を短く設定し易い，手術室の有効面積を確
保し易いというメリットがある．
＜供給型＞
�　滅菌済みの“清潔”な器材専用のエリアを
設けた清潔管理に重点を置いたプランであ
り，清潔・非清潔の動線分離ができる，器械
展開の専用スペースを確保し易いといった
メリットがある．
＜回収型＞

�　使用済みの“非清潔”の器材の回収専用の
エリアを設けたプランであり，清潔・非清潔
の動線分離ができるというメリットがある．
（2）手術部平面型の傾向
最近の手術部平面型の傾向について，200 床
以上の総合病院を対象に，1996 年～ 2004 年竣
工（62病院）と 2005 年～ 2014 年竣工（120 病院）
に分けて統計をとった．結果は次のである．（表
１）　さらにこの内，2010 年～ 2014 年竣工（57
病院）に限れば，70％以上の病院が中央ホール
型を採用している．
平面型を検討する際，従来は「清潔性＝感染

防止」の観点を中心として議論がおこなわれて
きた．すなわち，中央材料室で滅菌された清潔
な器械の管理に重点を置くか，使用済みの感染
のリスクのある器械の管理に重点を置くかであ
る．結果として，建物（ハード）として感染管
理をおこない易い「供給型」や「回収型」が大
半を占めていた．しかし実際には平面型の違い
による感染リスクを示したデータがないことか
ら，最近では感染防止の観点のみから平面プラ
ンを検討することはあまり意味がないのではと
いう考え方がある．
一方で「供給型」や「回収型」のデメリット
として，供給エリアや回収エリアに面積を占有
されるために手術室数や手術室の面積を広く確
保することができない可能性がある．しかし現
在の急性期病院においては手術件数を増やすこ
とが病院の収入につながることから，少しでも
多くの手術をおこなうために手術室数を増やし
たいという意向があり，同時に手術室を少しで＊� �美和医療電機（株）営業本部
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特集：手術室の現在と未来

手術室の建築計画と内装システム
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も広く有効的に活用したいという要望も多い．
他のプランに比べて比較的手術室の面積を
確保し易いというメリットがある「中央ホール
型」の採用が増えているのは，このような事情
もあると思われ，データから見ても，この傾向
はさらに顕著になると思われる．
（3）手術室有効寸法
手術室では医療機器の他，器械台，材料カー
ト，椅子，廃棄物カート，踏み台等の多くの器
材であふれている．また最近の傾向として，手
術室をいずれの診療科目でも対応できるよう汎
用性を持たせたいという要望もあり，人工心肺
装置や顕微鏡等の大型医療機器の設置スペース
も確保する必要がある．さらには現在，又は将
来対応として，da�vinci を始めとする内視鏡手
術支援ロボットにも対応できるよう，手術室は
少しでも広い寸法が求められる．
手術室の広さについては下記の調査データ
がある．（表２）　2005 年以降の数値を見る限
り，特に手術室の横方向について，有効寸法が
広くなっているのが分かる．
ただし手術室が広ければ，それだけ建築コス

トやメンテナンスコストもかかる．また手術室数

や面積が増えることにより，収納庫等のサポー
トエリアが減少することも考えられる．その結果，
器材カートや医療機器が手術ホールにあふれて
しまう可能性もあるので，注意が必要である．
ちなみに日本には手術部建築設計に関する
ガイドラインはないが，アメリカ，イギリス等
にはガイドラインがあり，それらには次のよう
に面積が推奨されている．（表３）

３．内装システムに求められる要素

１）清潔性
（1）床
手術室では床材として清掃し易い材質が求

められることは言うまでもないが，同時に耐荷
重性も重要である．室内では手術台や麻酔器，
人工心肺装置，移動型透視装置，さらには da�
vinci 等の重量のある医療機器を使用するが，こ
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表２　手術室有効寸法（美和医療電機の調べによる）

表１　手術部平面型の傾向（美和医療電機の調べによる）

表３　手術室の広さに関するガイドライン（アメリカ／イギリス）

横�（�ｍ�） 縦�（�ｍ�）
2001�～�2004�年　竣工�
（�14�病院�） 5.9 7.3

2005�～�2012�年　竣工�
（�38�病院�） 6.5 7.4

1996 年�～�2004 年�竣工�
（�62�病院�）

2005 年�～�2014 年�竣工�
（�120�病院�）

施設数 割合（％） 施設数 割合（％）
中央ホール型 13 21% 68 57%
供�給�型 23 37% 36 30%
回�収�型 26 42% 16 13%

ガイドライン 手術室の種類 条　件 有効寸法 面　積

アメリカ�
2014�FGI�Guidelines�for�Hospitals�
and�Outpatient�Facilities

手術室
新築 20�ft�

（�6.1�m�）
400�ft2

（�37.2�㎡�）

改修 18�ft�
（�5.49�m�）

360�ft2
（�33.48�㎡�）

画像誘導手術室　または�
大型機器を使用する手術室

新築 20�ft�
（�6.1�m�）

600�ft2
（�55.74�㎡�）

改修 20�ft�
（�6.1�m�）

500�ft2
（�46.5�㎡�）

ハイブリッド手術室
新築 24�ft�

（�7.32�m�）
650�ft2

（�60.39�㎡�）

改修 22�ft�
（�6.7�m�）

600�ft2
（�55.74�㎡�）

イギリス�
DH�Health�building�notes 手術室 ― ― 55�㎡
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うした機器を移動させても床材を傷めたりめく
れたりしないようにするためである．またデザ
イン面では，小さな針を落としても判別し易い
ように，柄の少ないものが好まれる場合もある．
（2）壁・天井
壁と天井材は一般的には同じ材質が使用さ
れるが，これも同様に清掃し易い材質が求めら
れる．抗菌性は必須の機能ではないが，備えて
いればベターである．また手術室内では多くの
医療機器やカートを使用しているが，これらを
意図せず壁にぶつけてしまうこともある．この
ため傷が付きにくい材質を採用するか，ステン
レスガードを設ける必要がある．

２）安全性
電気設備は手術室における医療行為の安全
を保つ上で最も重要な要素である．手術室の電
気設備に関する安全基準としては JIS 規格（JIS�
T�1022）があり，具体的には次の４項目が挙
げられる．
（1）非常電源
何らかの原因により商用電源の供給が途絶
えた時のために，その手術室に求められる機能
に応じて，一般（40 秒以内）・特別（10 秒以内）・
瞬時特別（0.5 秒以内）のいずれか，または併
用した非常電源が必要となる．ただし全ての電
源を瞬時特別非常電源や無停電電源（UPS）と
するとコストアップとなるので，無影灯および
生命維持装置（麻酔器，人工呼吸器，人工心肺
装置等）とそれ以外の医療機器の電源を適切に
分別することが望ましい．
（２）非接地配線方式
医用コンセントに接続した医療機器に漏電
が発生しても継続して電気の供給がおこなうこ
とができるようにするため，手術室内の医用コ
ンセントは絶縁トランスを通して電源供給をお
こなう必要がある．（アイソレーションユニッ
トの設置）アイソレーションユニットには絶縁
監視装置が付属しており，絶縁の悪い機器，す
なわち漏れ電流の監視モニタの役割を果たすこ
とにもなる（図１）．
（3）医用接地方式
①保護接地

　�手術室で医療機器を使用するコンセント
には，医用コンセント（3P コンセント），
医用接地端子，医用接地センタを設ける．
②等電位接地
　�患者へのミクロショック防止を目的とし
て，患者が直接または間接的に接触し得る
範囲にある機器及び金属性器具・設備を電
線で結んで，全ての金属表面間に電位差が
生じないようにする．

（4）電流監視装置
電気の使いすぎによりブレーカが遮断され
る前に警報を出す電流監視装置を，分電盤（ア
イソレーションユニット）の主幹回路とそれぞ
れの分岐回路に設ける．

手術室の電気設備安全対策は，電気に起因す
る万が一の事故に対する備えであり，日常的に
意識することは少ないと思われるが，安全面か
らも欠かせない設備である．

３）機能性
（1）電気・医療ガスの配置
電気設備や医療ガスの適切な配置のために，
どの場所でどんな医療機器を設置して，そのた
めにどの箇所にコンセントや医療ガスアウト
レットが必要なのかを事前に図面等で充分に検
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597

p027-031 特集_河尻氏.indd   29 2015/12/07   11:14:39



討する必要がある．最近では，特に麻酔器に対
してシーリングペンダントから電気・医療ガス
を供給する方式が主流になっている．これは床
廻りの配線をスッキリさせるため有効である
が，シーリングペンダントを複数台設置する場
合は，無影灯を含めた他のアームとの干渉が考
えられるため，図面やCGのみならず，可能で
あれば他施設の見学やメーカのショールームを
使っての検証をおこなうことが望ましい．
医療ガスの最近の傾向としては，静脈麻酔の
普及により笑気の使用が少なくなり，また内視
鏡手術の増加に伴い，炭酸ガスをボンベ対応で
はなく設備として配管する施設が増えている．
（2）医療材料の管理
従来の手術医療材料は手術室内の埋込戸棚
に収納する事例が多かったが，在庫の把握がし
難い，デッドストックが発生し易い等のデメ
リットがあり，最近では院内全体の物品管理と
連携して，手術部全体で医療材料を集中管理し
ている事例も増えている．この場合，手術室内
には埋込戸棚を設けずに，材料管理はカートを
利用する（図２）．ただし建築的な注意事項と
して，手術部内に医療材料管理室やカート保管
スペースが必要となる．またこの材料室には，
外部からの搬入動線も考慮する必要がある．な
お手術室数が少ない小規模病院や単科病院にお
いては，使用する材料が限られていることもあ
り，従来通り手術室内に戸棚を設けて管理する

事例が多い．
（3）手術映像情報
放射線画像を室内の複数の大型ディスプレ
イに表示するようになると，これらのディスプ
レイに手術映像や生体情報を切り替えて表示す
るようになった．また手術映像は記録としても
必要なケースもあり，こうしたことから手術に
関わる映像・画像を一括で管理できる映像シス
テムが導入されるケースも増えている（図３）．
　システムでは操作パネルで画面の切り替えや
カメラの操作，記録操作ができるようになって
いる．さらにこのシステムを発展させて，操作
パネルから，映像システムのみならず，室内照
明，無影灯の操作，BGM等手術室の設備を総
合的にコントロールできるシステムもある．た
だしこれらのシステムは，その内容によりコス
トが大きく変動する．

４）拡張性
日本において手術室の施工方式はパネル工
法が一般的である．パネル工法はタイルや塗装
による仕上げに比べてコストがアップするが，
パネルの取り外しが可能なため，拡張性・将来
対応がおこないやすい等の特徴が挙げられる．
一般に手術室は施工後 20～ 30 年程度使われ
るが，この間に電気・医療ガス等の設備追加工
事や医療映像を表示するディスプレイの更新工
事をおこなうことが可能性として考えられる．
手術室を設計する際にはある程度の将来想定も
おこなっているが，想定には限界もある．こう
したことからパネル工法により将来性を持たせ
ることが主流である．この工事の際には可能な
限り短期間で，かつ手術室を汚さないようにす
ることができることが望ましい．

５）その他
（1）自動ドア
ステンレスの自動ドアが一般的である．ドア
の有効寸法としては，横 1600mm以上，高さ
2100mm以上が望ましい．心臓血管外科の手術
室では大型医療機器の移動も多いことから，横
1800mm以上とする施設もある．また開閉につ
いてはフットスイッチによる前開閉機能ととも
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に，ハンドセンサーによる半開閉機能（主にス
タッフの出入りのために，ドアが半分だけ開い
て数秒後に自動的に閉まる機能）を併用するこ
とが望ましい．
（2）アメニティ
歩行入室の増加に伴い，患者が少しでもリラッ

クスできるように，手術部ホールや手術室を明
るい内装にしたり，窓を設けて採光している施
設もある（図４）．ちなみにヨーロッパの手術室
では大きな窓を設けた事例も少なくない（図５）．

なお手術室以外のことであるが，医療従事者

へのアメニティとして，手術室内の休憩室を充実
させたことにより医師・看護師・コメディカルが
集まりやすい環境となり，結果としてそこでコミュ
ニケーションが図れるようになった事例もある．

４．おわりに

手術室は最もコストがかかる部門の一つで
もある．従って手術室計画においては，過剰設
備とならないように，その病院の診療体制に適
した手術室数・面積・空調設備・電気設備等を
設定すべきである．

医機学　Vol．85，No．6（2015）（　　）31

―　 　―

図４　採光窓を設けた手術室（日本）

図３　映像システム

図５　大きな窓を設けた手術室（海外）
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１．自己紹介

ブレインラボ社はドイツ発のグローバル企
業として，世界約 100 ヵ国に手術用ナビゲー
ションシステムと放射線治療システムと呼ばれ
る画像誘導治療支援システムの開発製造販売を
おこなっている．

1989 年の創業より，外科手術と放射線治療
の両領域おいて CT，MRI 画像等の医用画像情
報を用いた高精度な画像情報支援テクノロジー
を臨床および研究の現場に提供し続けている．
弊社内で尊ばれるマインドは，ブレインラボ社
の開発 ･ 上市したテクノロジー単独でソリュー
ションを提供するだけでなく，他企業の持つテ
クノロジーと自社技術を最適に統合することで
その加算価値を越える価値を産み出し顧客に提
供することであり，リーダーシップを発揮する
ことである．本稿では，他企業の持つテクノロ
ジーや経験と共に自社のテクノロジーを価値化
させた外科手術領域での実例を挙げながら，そ
こから得た学びを，いかに次世代の製品やビジ
ネス手法に結びつけているかをまとめてきた
い．

２．高磁場術中MRI室が完成するまで

ブレインラボ社は，外科手術領域においてナ
ビゲーションシステムを長年開発 ･ 上市を続け
ている数社中の 1 社であり，ナビゲーションシ

ステムは脳神経外科を基点として，耳鼻咽喉科，
口腔外科，脊椎外科，外傷外科，人工関節に適
応が拡がり，世界中の数千の施設で活用頂いて
いる．ナビゲーションシステムは CT，MRI 画
像等の医用画像を用いたスタンドアローンデバ
イスの位置づけであるが，インテグレーション
機能を付加することで，手術顕微鏡や様々な術
中画像機器との連動が実現する．そのため，各
施設での導入事例は多様なシステム構成とな
り，画一的なパッケージ販売では顧客ニーズの
最大化が図れない性質も有している．

そのインテグレーション機能を最大化させ，
手術室全体の開発をサポートした最初の成功事
例は，2002 年にドイツ エアランゲン・ニュル
ンベルグ大学での BrainSUITE の導入である．
BrainSUITE は，高磁場術中 MRI を手術室に
設置し，脳腫瘍摘出術における課題であるブレ
インシフトを反映済みの術中画像を用いた安全
に安定したワークフローの画像支援手術を可能
とする．エアランゲン・ニュルンベルグ大学の
術中 MRI 室の構成，高磁場術中 MRI 室にお
ける手術成績等は，数多くの研究論文で発表さ
れ，脳腫瘍手術領域においては著名な事例とし
て認知されている．ブレインラボ社は，当時同
大学の脳神経外科教授であった，R. Fahlbusch
先生と C. Nimsky 先生にご指導を頂きながら，
共にルームコンセプトから参画し，自社製品の
開発だけを見据えた機器開発にとどまらず，高
磁場術中 MRI 装置を提供するシーメンス社，
手術顕微鏡を提供するカールツァイス社，頭蓋
固定具・MRI 撮影コイル・ナビゲーションリ

＊  ブレインラボ株式会社 ナビゲーション /iORS
ビジネス部
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ファレンスシステムを一体化させた頭蓋固定シ
ステムを開発したノーラス社を中心に，協業企
業間での技術連携・検証を進め，安全性を確保
した上で，5 ガウスライン外での手術をおこな
うことできる手術室の導入に至っている．

BrainSUITE は，脳神経外科手術において，
2002 年次に以下の仕様要望を達成している．
•  手術室区域内で，手術中途に清潔環境を維持

した状態で，高磁場 MRI による撮影を可能
とすること．

•  術前 ･ 術中を問わず，高磁場術中 MRI 撮影
画像を用いたナビゲーション画像の位置情報
が自動的に取得できること．

•  手術に用いる手術器具は特別な非磁性のもの
でなく，一般の手術器具を用いることができ
ること．

•  ナビゲーションと手術顕微鏡が連動し，高磁
場 MRI 画像と手術顕微鏡から取得される光
学情報が重畳化していること．

•  術中トラクトグラフィーの撮影を可能とし，
その情報をナビゲーションシステムで分析，
描出することができること．
BrainSUITE は，5 ガウスライン枠内外に患

者の頭部を移動させるコンセプトに基づいた以
下の構造や工夫により，摘出時の手術環境に非
磁性器具類を用いる制約を最小化している．
•  60cm ボアの 1.5MRI 装置の撮影台の機能を

兼ねた手術台が回転し，患者と共にスライド
する天板取り付け，安全に患者導線を図れる
こと．

•  非磁性の頭蓋固定具・撮影コイル・ナビゲー
ション用の位置情報マトリックスを一体化さ
せた頭部固定システムを開発し，手術時の患
者頭部の安全性・撮像画像の品質・ナビゲー
ション画像の位置精度の 3 点を維持した環境
を提供していること．

•  ５ガウス枠外に設置した天井懸架式のナビ
ゲーションシステムと手術顕微鏡システムに
よって，手術室全体の機器の移動導線を最小
化することで，撮影時の移動負担と危険性が
減少し，スタッフの負担や留意点の軽減につ
ながること．

３．�術中MRI システム導入に従事し
た学びから得たこと

エアランゲン・ニュルンベルグ大学での成
功事例を元に，BrainSUITE は，脳腫瘍手術に
対するトータルソリューション高付加価値手術
室としてパッケージ化が進められることとなっ
た．BrainSUITE の初期展開において最も重要
な要素は，高磁場 MRI 装置という危険が伴う
装置を手術室に組み込むが故に，安全性がいか
に担保されているかを示すことであった．手術
室内で採用される医療機器を始めとする電気機
器・磁性体物は導入実例を踏襲することが安全
性の確保につながるという考えから，パッケー
ジ化は必然の流れであり，パッケージ化する
以上は高機能な画像情報ソリューションも兼
ね備える必要があった．パッケージ化された
BrainSUITE は，スケルトン渡しで手術室区域
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内にスペースを頂き，その後のコンサルティン
グから導入までの全ての行程をブレインラボ社
が中心となって提案が進められた．導入実績は，
世界中で 50 施設，国内初導入は，2007 年に名
古屋セントラル病院で実現することとなった．

BrainSUITE のパッケージ内容としては，画
像コントロールサーバーである BrainSUITE 
NET，手術室壁面に設置する３面 60 インチ
DLP，無影灯，照明コントロールや空気の清
浄化，壁面部材，扉までを提案の範疇として組
み込み，ドイツ本社の専門スタッフと弊社各国
スタッフが連携し，国内外の協業企業と協力す
ることで導入を進めることができた．しかしな
がら，それぞれの導入事例においては必ず個別
の事情があり，また国 ･ 地域ごとに規制やビジ
ネス慣習が異なり，協業企業の属するビジネス
領域の諸事情と向き合う状況が発生した．弊社
は可能な限りカスタマイズ要望を取り入れ，調
整を図ることで，多くの施設はカスタム変更さ
れたシステムとして仕上がる形となった．その
過程で弊社は，顧客要望を可能な限りカスタム
化し，ビジネス手法にフレキシビリティを持た
せることが，顧客満足とビジネスの継続性につ
ながることを学んだ．そこから，2 room 患者
移動方式の高磁場術中 MRI 室や，MRI 装置だ
けでなく CT 装置・アンジオ装置などのモダリ
ティーと連動した術中 CT 室，また術中アンジ
オ室など，大きくビジネス展開する機会を得る
ことができた．また，2 roomコンセプトにより，
手術室区域において防磁構造を考慮する必要も
大幅に減少したことで，MRI 装置の 1.5T から
3T への高磁場化にも適応し，モダリティーの
進歩にも順応することができた．2015 年現在
では，BrainSUITE と呼ばれるパッケージの提
案はおこなっておらず，顧客のニーズを基本と
して，各協力企業と連携し，最適な導入を進め
るスタンスでビジネスに従事している．

４．�進化したデジタルORソリューショ
ン機能が詰まったBuzzシステム

Buzz システムとは，画像コントロールサー
バー機能と DICOM Viewer 機能を融合させた
フル HD タッチディスプレイワークステーショ

ンである．前述の BrainSUITE パッケージの
構成内容である BrainSUITE NET が発展し，
後に開発 ･ 上市された Digital Lightbox と呼ば
れるデジタルシャウカステンとの機能融合を図
ることで，画像コントロール機能と画像表示機
能を兼ね備えた Buzz システムを開発 ･ 上市す
ることとなった．

BrainSUITE NET は，画像マトリックス機
器やコンピュータサーバー等を組み合わせた
サーバーシステムを手術室外に設置し，操作イ
ンターフェイスや表示する壁面 DLP パネル，
ナビゲーションシステムと光ケーブルを活用し
て接続することで，MRI 撮影に影響を与える
ノイズのキャンセリングと安全の確保が実現し
た．

Buzz システムは，この BrainSUITE NET
のトータル画像ソリューションコンセプトを踏
襲しつつ，高性能グラフィックハードウェアと
高負荷情報処理に耐えうるサーバー CPU を採
用することで，単体機器としての成立を図る
ことができた．Buzz システムは，PACS から
画像を引き出し表示する Viewer 機能を有し，
オプション機能として，3D ボリュームレンダ
リング / 自動イメージフュージョン等のナビ
ゲーションシステムの画像プランニングが有す
る画像編集機能を持ち合わせた高機能 DICOM 
Viewer としても成立するデバイスである．し
かし，Buzz システムは，単一機器でのソリュー
ションを前提とせず，院内情報 ･ 画像情報シス
テムや他機器との連動性を有していることが，
一般的な DICOM Viewer システムと異なる特
長である．

Buzz システムの機能と特長を，箇条書きに
まとめる．
①  42 インチフルハイビジョンのタッチディス

プレイ 
② 大きな情報負荷に対応できる高機能ハード

ウェアスペック
③ デジタル入力を中心とした最大 9 つの入力系

統と最大 5 つのデジタル出力系統からなるハ
ブ機能

④ 自社アプリケーションのアイコンとサムネイ
ル化された入力系統および出力系統による，
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わかりやすいホーム画面
⑤ ブレインラボ Elements DICOM Viewer プ

リケーションを搭載し，3D ボリュームレン
ダリング画像も自動生成

国内導入実績として，京都大学医学部附属病
院様での導入事例を挙げる．

同院の術中 MRI 室は，国内初の 3T MRI 装
置を組み合わせた術中 MRI 室であり，2 room
ソリューションを採用している．

手術室区域には，ブレインラボ社製天架式ナ
ビゲーションシステムと院内サーバー室に設置
されているサーバー型プランニングシステムの
端末，壁面には Buzz システムが採用されてい
る．同院では，Buzz システムは EIZO 社製大
型ディスプレイと組み合わせて並列 2 面で壁面
に配置され，EIZO ディスプレイは Buzz シス
テム画面上で選択された画像情報を表示する．
Buzz システムはナビゲーションシステムとの
連動，また院内ネットワークの傘下デバイスと
して構成され，PACS と接続される．同院での
Buzz システムは，院内情報・手術室内情報・
3T MRI 装置の 3 つの情報入力と手術室内画像
出力のハブ機能，およびその操作インターフェ
イスの役割を担っている．

実際の運用においては，Buzz システム側は
術中 MRI 画像，PACS から得た画像，ナビゲー
ションおよびプランニングの画像を取り込み表
示し，EIZO ディスプレイ側は顕微鏡，内視鏡
等の光学画像情報を中心に表示し，必要に応じ
てこれらを Buzz システムホーム画面上の操作
で組み替え，内視鏡と手術顕微鏡画像との組み
合わせや DICOM 画像の多面表示など，様々
な術中の状況に応じた 2 枚の画面を活用した表
示レイアウトが可能となる．また，機器そのも
のが情報表示機能を持ちながらも，操作感はス
マートフォンの様であり，ホームボタンを押す
ことでホーム画面に戻り，指先でのドラッグア
ンドドロップ操作により選択可能という操作イ
ンターフェイスを有している．これらの機能を
用いて，高品質な画像ディスプレイによるきれ
いな画像が表示可能とするとともに，以下を実
現した．
①  PACS から得られる，いわゆる放射線科的

診断画像情報である DICOM 画像と術中の
モニタリング，手術顕微鏡や内視鏡の光学的
術中画像情報をハブ機器として一元化し，配
信する機能．

② 画像記録システムとも連動する Buzz システ
ムを，ユーザがシンプルに構成されたシステ
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ムであることを理解し運用でき，また莫大な
情報量を，平易な操作インターフェイスに
よって簡便にコントロールし，術中に活用可
能．

５．日本国内における今後の課題�

デジタル OR ソリューションの提案を進める
にあたり，ここ数年特に重要視されているのが，
患者プライバシーの保護と院内情報ネットワー
ク網との適合化である．各医療機関には既に
各々の運用ルールがあるが，今後それらは国際
規格 ･ 規制化との整合が図られ，その規格内で
更に運用ルールが設けられていくことが想定さ
れる．ブレインラボ社は，既に提供するソリュー
ションの国際規格準拠を図りつつあるが，同時
に各顧客の運用ルールにもどれだけ適合した形
でソリューションを提供できるかが課題となっ
てくる．今後，患者プライバシー保護強化とい
う課題に取り組む一方で，その課題による制約
により性能 ･ 効果が減じることのないデバイス
の開発とソリューションの提供を進めていきた
い．

また日本国内においては，日本語を用いたア
プリケーションの開発も進める必要がある．既
にいくつかのアプリケーションは日本語を含む
マルチリンガルアプリケーションとして上市し
ているが，それらは表示機能としての日本語化
である．今後さらに手術室のデジタルソリュー
ションへの参画を深めていくため，既に海外で
上市している HIS インテグレーション機能を

発展させることで日本の電子カルテとの情報イ
ンテグレーションを進め，患者プライバシーを
担保しながらも院内情報システムと親和したソ
リューションを目指していく．

６．まとめ

一般的にデジタル化は，知りたい情報や認知
できる情報の多量化，高精細化，高速取得化だ
けでなく，情報の扱いやすさやプライバシーの
確保も進化させる変化である．特に医療機関，
手術室においては，強固な患者プライバシーの
保護と安全な運用が要求される．現在，デバイ
スやソリューションにおいてプロ仕様とコン
シューマー仕様との差異減少が加速し，手術室
のデジタル化についても異業種企業の参入障壁
が下がってきている．ブレインラボ社は，デジ
タル時代の訪れとアナログデバイスの最終性能
が混在するプロ仕様の極致が求められた 2000
年代前半に術中 MRI 室の導入の機会を得たこ
とと，手術機器メーカとして運用の確立までを
サポートすることで，スタートからゴールまで
のプロセスの中で最適化を図るために必要な意
識・動き・振り返りができる企業マインドを得
ることができた．

その企業マインドに基づき，手術室のデジ
タルソリューションの最適化の鍵となるデバイ
スの開発 ･ 上市と他企業デバイスとのインテグ
レーション機能を時勢に適合させて，顧客の要
望を満たす形で提供し続けていきたい．
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１．目　的

新生児の体温調整機能は未熟で，環境の温度
変化による影響を受けやすく容易に低体温に陥
る 1）．

低体温による有害事象を防ぐためには，中性
温度環境を保つ事が重要であり産直後から，閉
鎖型保育器（以下，保育器）に収容し管理する
事で，新生児の生存率向上に寄与している．室
温等の影響を防ぐために，ダブルウォール構造
や，エアカーテンといった機能が備えられてい
る機種が存在する．一方，出生後や検査，手術
等での院内搬送時等の電源が確保されない状況
では，温度・相対湿度（以下，湿度）が低下す
る事をしばしば経験する．だが，具体的にどの
程度値が低下するかといった報告が無いため，
今回，当院における帝王切開術後の院内搬送を
想定し，保育器内の温度・湿度に関する基礎的
な実験，及び，内部環境を保つ工夫についての
検討をおこなった．

２．方　法

対象は，当院で使用している V-2200®（ア
トム）Dual Incu i®（アトム）Giraffu®（GE ヘ
ルスケア）の３機種とした．測定器は，Incu I 
tester®（アトム）を対象とした．

検証内容は 1. 手術室から NICU への搬送を
おこなった際の保育器内の環境の変化 2. NICU

に到着後，設定値に達するまでの時間3.搬送時，
保育器内の環境を保つ工夫の３点について検討
した．
方法１）保育器を35.0℃　湿度80％に設定する．
保育器の内部環境が安定した時点より，呼吸管
理のためにバッグを押している状態を想定し，
手窓を１つ開放した状態で移動を開始した．当
院手術室から NICU までの搬送時間に相当す
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保育器における院内搬送時の内部環境への影響について
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る，４分 30 秒～５分間移動したのちに，温度・
湿度の測定をおこなった（n=16）．
方法２）手術室から NICU までの移動後の温
度・湿度の測定後，外気温 25.7 ± 0.3℃　湿度
42.6 ± 12.2％の環境において，設定値の温度
35.0℃，湿度 80％に達するまでの時間を計測し
た（n=4）．
方法３）温度を 35℃，湿度を 80％とし，４分
30 秒～５分間移動をおこなう．１の実験と同
様に手窓は開放して移動をおこなう群を通常群
とし，手窓に滅菌の腕抜きを装着し，腕を入れ
た状態で移動をおこなう腕抜き群の２群に分類
した．移動完了後に温度・湿度の計測を実施し，
２群間での比較をおこなった（n=4）．

有意差検定は，検定ソフトに Pharmaco Ana-
lyst Ⅰを用い，p ＜ 0.01 を有意差ありとした．
方法１，２の有意差判定は，対応のない多重比
較のため Tukey 検定を用い，方法３に関して
の統計手法は Wilcoxon の順位和検定を用いた．

３．結　果

方法１）保育器内の環境の変化については，
V-2200：34.1 ± 0.6 ℃，Giraffu：33.4±0.4 ℃，
Dual Incu I：33.1 ± 0.6℃となった．

全ての機種において設定値の 35.0℃から値が
有意に低下した（P<0.01）．また，各機種間に
おいても V2200 が最も温度低下が少なく，次
いで Giraffu，Dual incu I と有意に温度低下が
起きている結果となった．

湿 度 に 関 し て は，V-2200：39.7 ± 8.0 ％，

Giraffu：36.6 ± 10.2％，Dual incu I：36.5±9.1％
となった．こちらも温度と同様に設定値から有
意な値の低下がみられた（P<0.01）

各機種間においては，有意な差は認められな
かった．
方法２）NICU 帰室後，温度設定値に達する
までの時間については，V-2200：5.9 ± 8.1 分，
Giraffu：6.7 ± 1.3 分，Dual incu I：11.1±5.1 分と
なった．各機種間においては，V-2200 と Giraffu
のは有意な差は認められなかったが，Dual incu 
I は他の２機種に比べ有意に時間が長い結果と
なった．

設定湿度に達する時間に関しては V-2200：6.4
± 1.1 分，Giraffu：6.2 ± 1.6 分，Dual incu I：6.4
± 2.9 分となり，有意差は認めなかった．
方法３）腕抜きを装着した状態で，移動をおこ
なった後に計測を実施し，何もせずに移動をお
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図１　結果①（温度 ℃）

図２　結果①（湿度 ％）
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こなった通常群との比較をおこなった．機種は，
当院での保有台数が最も多い V-2200 を用いた．
温度に関しては通常群が 34.1 ± 0.6℃であり，
腕抜き使用群が 34.1 ± 0.2 と有意差は認められ
なかった（P=0.28）．

湿度に関しては，通常群 39.7 ± 8.0％に対
し腕抜き使用群 61.3 ± 7.3％と有意に高い値と
なった（P<0.01）．

４．考　察

今回対象とした３機種は，通常設置型として
使用されており，電源が確保されている状況で
は加温・加湿やエアカーテンといった機能が十
全に機能し，内部環境を保つように工夫されて
いるが，今回の検討で想定した移送時では，電
源供給が断たれる状況となる 2）．そのため，内
部環境保持の機能が動作せず値が低下したもの

考えられる．V-2200 に比べ値の低下が有意に
大きかった Giraffu，Dual Incu i の２機種に関
しては蘇生処置等の際に開放型に移行できる機
能を備えているため，完全閉鎖型の V-2200 に
比べ構造上，気密性が劣っている可能性が考え
られる．

しかし，Giraffu はマットレス下に保温プレー
トを装備しており，内部環境温度が低下してい
る場合でも，マットレスに直接触れている児の
体温低下を防ぐ機能を有している．

最も値の低下が大きかった，Dual incu I は
バッテリーを搭載している機種だが，今回は，
完全に電源供給が完全に断たれた最悪の状態を
想定しているため，バッテリーの動作を停止し
検討をおこなった．そのため，通常のバッテリー
が動作する環境下ではこれほどの温度低下は起
こらないと思われるが，バッテリーの動作が不
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図３　結果②（設定温度達成時間 min） 図５　結果③（温度 ℃）

図４　結果②（設定湿度達成時間 min） 図 6　結果③（湿度 %）
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十分な場合は，大きな温度低下が起こる可能性
は十分に考えられる．

湿度に関しては，全ての機種において外部環
境とほぼ同等の値まで低下していたため，機種
間に有意差は認められなかったと考えられる．

次に，設定値に達するまでの時間に関して
は，搬送の際の温度低下の大きさと各機種の
最大出力により違いが生じた可能性が考えら
れる．各機種の出力に関しては，V-2200：500

（VA）・Giraffu：1050（VA），Dual Incu i：
800（VA）である．出力は小さいが，温度低
下が設定値より，平均 0.9℃と最も小さかった
V-2200 は設定値までの時間が最も早く 5.9±0.8
分となった．次いで，設定値からの低下が平均
1.6℃であったが，３機種の中で最も出力が大
きい Giraffu が 6.7 ± 1.2 分となった．温度低下
が V-2200 より大きな値となったが，出力が大
きいため，復温までの時間に V-2200 との有意
差が無かったと思われた．最後に温度低下が平
均 1.9℃と最も大きかった Dual Incu i が，9.8
± 2.0 分と最も時間を要する結果となった．そ
のため，設定値に達するまでの時間が V-2200
より，有意に時間を要する結果となった．また，
Giraffu とは温度差が平均 0.3℃と近いにも関わ
らず，Dual Incu i が有意に復温までの時間を
要したのは，出力が低い事が影響している可能
性が考えられた．

また，今回の検討では，NICU 帰室時に保育
器を完全に閉鎖した状態で，設定値に達するま
での時間を計測したが，実際の臨床では処置等
により手窓が開放される状況が想定される．そ
のような状況では設定値に達するまで，さらに
時間を要し，患児に影響を与える可能性がある
と思われた 3）．

Dual Incu i に関しては，バッテリーの動作
が不十分であれば，今回の検討の様な温度・湿
度の低下や，設定値達成まで時間を要する事が

十分起こりうると考えられる．そのため，安全
な運用をおこなう上では，バッテリーの日頃の
保守点検が非常に重要となってくる．

次に，内部環境を維持し移送をおこなうた
めの工夫として，腕抜きを使用した方法は温度
に関しては，通常の移送をおこなった群とは有
意な差は認められなかったが，湿度の低下は約
20％程度，有意に抑えられる結果となった．　
これは，腕抜きを使用して移送をおこなう事に
より，手窓の開口面積が狭められ，外気との対
流が減少した事により，湿度の低下が抑えられ
たと思われた．

また，滅菌の腕抜きを使用する今回の方法
は，簡便かつ清潔に実施する事ができ，湿度低
下を抑制する効果が期待できる結果となった．

５．結　論

今回，院内搬送を想定した基礎実験をおこ
ない，搬送時には温度が約 1.5℃，湿度が約
42.2％低下し，NICU 帰室時に設定値に達する
までは，約 7.9 分の時間を要する事が分かった．
また，滅菌の腕抜きを使用することにより，移
送時の湿度低下を 20％抑えられる結果となっ
た．

なお，当報告において申告すべき COI はな
い．
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日本国内における医療機器業界のバーコード標
準化活動の現状� 村田昭夫（Ⅲ・354）
UDI の医療現場における有用性
―トレーサビリティの確立を目指して―
� 落合慈之・他（Ⅲ・361）

〈再生医療における細胞培養に必要な培養環境〉
特集のねらい� 武田　朴�（Ⅳ・398）
再生医療における細胞培養に必要な環境とは
� 紀ノ岡正博（Ⅳ・400）
培養環境モニタリングの意義：非接触法とサン
プリング法� 久保寛嗣�（Ⅳ・407）
pHガラス電極を用いた培養液pHモニタリング
� 山内　悠・他�（Ⅳ・412）
3次元浮遊撹拌懸濁培養における培地環境維持
� 松浦勝久（Ⅳ・419）
細胞観察の意義と技術� 和田陽一・他（Ⅳ・424）
無菌培養環境への対応とアイソレータ技術
� 谷本和仁（Ⅳ・431）
加速度センサを用いた細胞培養手技の定量化
� 牧野穂高�（Ⅳ・438）

〈医療機器国際規格の最近の動向〉
特集のねらい� 佐久間一郎（Ⅴ・505）
医療機器ソフトウェア国際規格の動向
� 中里俊章�（Ⅴ・507）
医療機器・システムにおけるサイバーセキュリ
ティに関する国際動向� 池田　智（Ⅴ・513）
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リスクマネジメント規格の動向
� 市川義人（Ⅴ・518）
ユーザビリティ規格の動向� 倉部勇一（Ⅴ・523）
手術ロボットの国際規格状況
� 鎮西清行（Ⅴ・530）

〈手術室の現在と未来〉
特集のねらい� 増田　順・他（Ⅵ・583）
手術室空調の現状と未来への可能性に向けて
� 河村将之（Ⅵ・585）
手術室の照明環境について� 鈴木敏弘（Ⅵ・591）
手術室の建築計画と内装システム
� 河尻浩司（Ⅵ・595）
画像手術支援の見地からのデジタルORソリュー
ション� 恵藤信一郎（Ⅵ・600）

総　説

十二指腸鏡と治療内視鏡機器の開発ならびにそ
の世界展開� 藤田力也（Ⅴ・499）

報　告

第 25 回 AAMI ／ FDA国際医療機器基準規制
会議� カフマン政子（Ⅲ・370）
滅菌供給業務に関する教育支援への現状とニー
ズ調査� 金澤悦子・他（Ⅲ・378）
AAMI�2015�年大会および展示会�
� カフマン政子（Ⅳ・443）
業者貸出し手術器械のATP�検査法を用いた洗
浄評価� 兼城まゆみ・他（Ⅳ・455）
妊婦のための柔軟性測定法の開発�
� 金子洋美・他（Ⅴ・535）
手術部門システムの改革により両立した省力化
と医療経済的可用性� 小川健作・他（Ⅴ・540）
医療機器位置情報用の ICタグから機器実働時
間が得られる台帳管理システム
� 長見英治・他（Ⅴ・547）
血管造影フロアをハイブリッド手術フロアへ
� 木野村　豊・他（Ⅴ・553）
保育器における院内搬送時の内部環境への影響
について� 佐藤貴彦・他（Ⅵ・605）

所　感

第 90 回日本医療機器学会大会（横浜）の開催
にあたって� 林　三千男（Ⅰ・1）

公　告

第 19 回機器と感染カンファレンス開催案内
� （Ⅰ・綴込）
第 90 回日本医療機器学会大会特別企画マネジ
メントセミナーのご案内� （Ⅱ・綴込）
滅菌技士認定制度15周年記念祝賀会のお知らせ
� （Ⅱ・綴込）
滅菌技士認定制度 15 周年記念講演会
� （Ⅱ・綴込）
第 20 回機器と感染カンファレンス�（Ⅲ・綴込）
WFHSS2015�in�Lille� （Ⅲ・綴込）
平成 27・28年度理事および監事の選任について
� （Ⅳ・綴込）
平成 27・28 年度の正副理事長の選任について�
� （Ⅳ・綴込）
平成 28・29 年度一般社団法人日本医療機器学
会代議員選挙並びに有権者名簿閲覧について�
� （Ⅳ・綴込）
平成 28・29年度一般社団法人日本医療機器学会
代議員立候補者届出並びに候補者推薦について
� （Ⅳ・綴込）
平成 28・29 年度一般社団法人日本医療機器学
会代議員立候補者届出書・代議員候補者推薦書・
選挙広報原稿用紙� （Ⅳ・綴込）
第 20 回病院サプライカンファレンス開催のご
案内� （Ⅳ・綴込）
第８回認定セミナーのご案内� （Ⅳ・綴込）
第91回日本医療機器学会大会演題募集について
� （Ⅴ・綴込）
功績賞・技術賞および技術奨励賞候補の推薦ま
たは申請のお願い� （Ⅵ・綴込）
研究・開発助成制度について（募集）�（Ⅵ・綴込）
著述賞ご応募について� （Ⅵ・綴込）
第 91回日本医療機器学会大会演題募集について
� （Ⅵ・綴込）
第 15 回医療機器安全対策研究会� （Ⅵ・綴込）

会　報

第90回一般社団法人日本医療機器学会大会�報告
� （Ⅳ・464）
平成 26 年度事業報告� （Ⅳ・467）
平成 26 年度決算報告書� （Ⅳ・473）
平成 27 年度事業計画� （Ⅳ・476）
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滅菌技師・士単位取得セミナー

　つぎの１）〜11）に参加した場合，５単位が
取得できますので，ぜひご参加ください．

１）熊本県滅菌業務研究会
第267回滅菌消毒法講座
・日　時：平成28年２月６日㈯14：00〜16：00
・プログラム（敬称略）
「感染対策に必要な消毒薬の知識」：
　　尾家重治（山口大学）
第268回滅菌消毒法講座
・日　時：平成28年３月12日㈯14：00〜16：00
・プログラム（敬称略）
「中央材料室における感染対策」：
　　男澤千佳子（国立療養所菊池恵楓園）
・会　場：�国立病院機構熊本医療センター２F　

地域医療研修センターホール
・会　費：�①年会員5,000円　②当日会費2,000

円（当日のみの受講会費）
・申込み：�事前申込み不要，当日会場にお越し

ください
・問い合せ先：http://kmk.umin.jp/
　�熊本大学病院中央材料部内（TEL/FAX：
096-373-7118）
２）第 1 回北摂セントラルサプライ研究会

・日　時：�平成28年１月23日㈰13：00〜16：00
・会　場：�銀杏会館（大阪大学医学部学友会館）

３F・大会議室�
・参加費：�2,000円
・プログラム（敬称略）
講演�１「医療機器販売業者の災害対策（仮）」：
島田正司（小西医療器㈱）

講演�２「医療機器メーカの災害対策（仮）」：神
貴子（ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱）

講演�３「滅菌供給部門における最近のトピック
ス（仮）」：高階雅紀（大阪大学）

・�問い合せ先：大阪大学病院材料部　宮下（TEL：
06-6879-5801）
３）第 58 回茨城県滅菌業務研究会

・日　時：平成28年１月24日㈰９：30〜16：40
・会　場：茨城県民文化センター・分館�
・参加費：�平成27年度研究会会員1,000円，一

般3,000円（事前申込不要）
・ プログラム（敬称略）
講演�１「洗浄消毒の重要性と名市況洗浄器の管
理について」：今信夫（オリンパス㈱）

講演�２「日本の医療現場で選択可能な滅菌法と
低温蒸気ホルムアルデヒデ滅菌」：栗原靖
弘（㈱ウドノ医機）

講演�３「超音波洗浄の基本と応用」：大坂太郎
（㈱オーセンアライアンス）

特別�講演「あなたを守り患者を守る！職業感染
予防策」：森澤雄司（自治医科大学）

・ 問い合せ先：総合病院土浦協同病院　廣瀬み
ち子（TEL：029-823-3111，FAX：029-823-1160）
４）医療関連感染防止セミナー 2016in 群馬 

・日　時：�平成28年２月13日㈯13：00〜17：20
・会　場：�高崎シティギャラリー・コアホール�
・参加費：�1,000円（要事前申込）
・プログラム（敬称略）
指定�講演１「群馬県ICN活動報告」：倉澤幸（国
立病院機構群馬西病院）

指定�講演２「感染対策演習用ツールを作成し
て」：井川沙希子（群馬中央病院）

指定�講演３「医療施設における結核対策」：大
嶋圭子（群馬大学病院）

教育�講演１「症例でみる院内感染対策」：馬渡
桃子（群馬大学病院）

教育�講演２「東日本大震災後の感染症発症状況
および中規模病院における対応」：高橋洋
（宮城厚生協会坂総合病院）

特別�講演「感染防止対策のためのリスクコミュ
ニケーション」：森澤雄司（自治医科大学病院）

・�問い合わせ先：セミナー運営事務局　担当：
古道，海老澤，田嶋（TEL：048-658-7101）
５）第 15 回医療機器安全対策研究会

・日　時：平成28年２月13日㈯12：50〜16：40
・会　場：�国立劇場おきなわ・小劇場（浦添市）�

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰
（月）（火）（水）（木）（金）㈯㈰
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　プログラムなどの詳細は今号の綴込みをご覧
ください．

６）第 31 回日本環境感染学会総会
・会　期：平成28年２月19日㈮〜20日㈯
・会　場：�国立京都国際会館，グランドプリン

スホテル京都
・会　長：一山　智（京都大学）
プログラムなどの詳細はhttp://www2.c-linkage.
co.jp/31jsipc/
注）�会場において受講証はお渡ししませんの
で，大会参加章を保管ください．それを
もって単位取得の証とさせていただきます．

７）第 18 回山口県材料部あり方研究会
・日　時：�平成28年２月27日㈯13：00〜16：30
・会　場：�山口大学医学部附属病院　第３講義室
・参加費：�1,000円（事前申込不要）
・プログラム（敬称略）
教育�講演１「内視鏡手術を安全に行うために〜
ラパロ処置具の取り扱い，点検方法〜」：
古賀禎介（エムシーメディカル㈱）

教育�講演２「手術器械（ハンドピース）の取り
扱い、運用方法」：二橋幸一（日本ストラ
イカー㈱）

特別�講演「医療関連施設での衛生管理」：尾家
重治（山口大学病院）

・ 問い合わせ先：山口大学医学部附属病院医療
材料物流センター　白石（TEL：0836-22-2648　
FAX：0836-22-2772）
８）第 70 回岐阜県滅菌業務研究会

・日　時：平成28年３月５日㈯10：00〜16：40
・会　場：長良川国際会議場４F・大会議室
・参加費：2,500円（事前申込不要）
・プログラム（敬称略）
「滅菌�センターの施設紹介と物品搬入・保管管

理」：梶田悟（日本ステリ㈱）
「施設�紹介」：垣見克紀（岐阜大学），杉山恵美

子（岐阜中央病院），藤橋由美子（岐阜市
民病院）

講演�１「洗浄・滅菌ガイドライン215及び各種
低温滅菌法の特徴（仮）」：木村登（スリー

エムジャパン㈱）
講演�２「改めて滅菌を知る」：坂田辰男（チヨ
ダエレクトリック㈱）

・問い合せ先：�岐阜中央病院手術部　杉山
　　　　　　　（TEL：058-239-8111）

９）第 21 回機器と感染カンファレンス
・日　時：平成28年３月19日㈯13：00〜16：40
・会　場：滋賀・ピアザ淡海２F・ピアザホール
　プログラムなどの詳細は決まり次第，HP上
でご案内いたします．

10）第 10 回旭川感染管理ネットワーク研修会
・日　時：平成28年４月23日㈯９：55〜16：30
・会　場：旭川トーヨーホテル
・参加費：2,000円（要事前申込）
・プログラム（敬称略）
Ⅰ「�お宅の病院どうしてます？感染対策のあん
なこと，こんなこと」：石上香（旭川医科
大学病院），近藤奈津子（JA旭川厚生病院），
桐則行（市立旭川病院），平岡康子（旭川
赤十字病院），木元康子（国立病院機構旭
川医療センター）

Ⅱ「�インフルエンザのアウトブレイク対策〜マ
スコミ対応を踏まえた院内対応の実際〜」：
四宮聡（箕面市立病院）

Ⅲ「�感染症を持つ患者アセスメントのための臨
床推論」：塚本容子（北海道医療大学大学院）

Ⅳ「�院内感染制御〜改善への取り組み方と交渉
術〜」：島崎豊（海南病院）

Ⅴ「�近年話題となる国内外の感染症と院内感染
対応」：賀来満夫（東北大学）

Ⅵ「�感染管理者がお答えします！日頃の疑問
Q&A」

・ 問い合わせ先：事務局　旭川赤十字病院　感
染管理室（FAX：0166-24-4648）
11）第 21 回病院サプライカンファレンス

・日　時：�平成28年10月22日㈯９：55〜16：20
（予定）

・会　場：東京・KFCホール�
・�プログラムなどの詳細は決まり次第，HP上
でご案内いたします．
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▪臨時評議員会
　平成 27年 6月 24日（水）に日本医師会館小
講堂にて臨時評議員会が開催された．主な議題
は「日本医学会役員選任等の件」で，先に開催
された日本医学会連合の定時総会で選任された
新役員を日本医学会の役員とすること，また，
副会長は従来，基礎，社会，臨床に各 1名ずつ
であったが，近年，臨床部会の数が増加し，今
後も継続して増加が予想されるため，臨床部会
の副会長を，臨床内科系，臨床外科系の 2つに
分け，4名の副会長とすることが承認された．

▪日本医学会公開フォーラム
　第 19回日本医学会公開フォーラムは「胃が
ん―ここまで進んだ診断と治療―」をテーマに，
12月 26日（土）13：00～16：00，日本医師
会館大講堂において開催する．組織委員長は，
今野弘之浜松医科大学副学長・病院長．参加申
込みは郵便はがき，FAX，本会HP（http://jams.

med.or.jp/）にて受付中．参加費無料．プログ
ラムは日本医学会 HPをご参照いただきたい．

▪日本医学会シンポジウム
　第 148回シンポジウムは「新しいがん免疫療
法」をテーマに，12月 24日（木）13：00～
17：00，日本医師会館大講堂において開催す
る．組織委員は，間野博行，岩井佳子，上田龍
三の各氏．参加申込みは郵便はがき，FAX，本
会 HP（http://jams.med.or.jp/）にて受付中．
参加費無料．詳細は日本医学会 HPをご参照い
ただきたい．

▪医学賞・医学研究奨励賞の決定
　選考委員会を 9月 2日（水）に開催し，平成
27年度の日本医師会医学賞・医学研究奨励賞
の授賞が決定した．
　本選考は，日本医師会から日本医学会に委任
されており，今年度の推薦数：医学賞 21，奨励
賞 28を審査した．
　選考の結果，11月 1日（日）の日本医師会設
立記念医学大会において，今年度の医学賞は 4

名，奨励賞は 15名に授与される．
　選考の結果は下記のとおり．

〈日本医師会医学賞〉
・  慢性炎症・癌化に関わる新しいユビキチン修
飾系の発見/岩井一宏（京大・細胞機能制御
学）

・  生活習慣病のリスク要因解明と予防対策の評
価に関する公衆衛生学的研究/磯　博康（阪
大・公衆衛生学）

・  高血圧の発症の分子メカニズム/藤田敏郎（東
大先端科学技術研究センター）

・  がん外科手術手技に関する臨床研究法の確立
とそれを用いた胃がんリンパ節郭清の標準
化/笹子三津留（兵庫医大・外科学）

〈日本医師会医学研究奨励賞〉
・  分子イメージングによるがんのコンパニオン
診断とイメージングに基づいた光線治療法の
開発/光永眞人（慈恵医大・内科学）

・  褐色・白色脂肪細胞における転写・エピゲノ
ム制御と肥満症における意義/脇　裕典（東
大・脂肪細胞機能制御学）

2015 年 10 月　No. 54
日本医学会
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・  ストーマ患者に対する新たな同種複合組織移
植研究/荒木　淳（東大・形成外科・美容外科
学）
・  子宮内膜由来の着床障害による不妊症の関連
遺伝子の解析/黒田恵司（順天堂大・産科婦人
科学）
・  医師の健康支援に関する産業保健的介入のあ
り方の検討/和田耕治（国立国際医療研究セン
ター）
・  心不全特異的な BNP転写誘導メカニズムの
解明による新たな経口心不全治療薬開発の試
み/塚本　蔵（阪大・医化学）
・  肺癌化学療法に伴う免疫耐性機構の動的変化
を克服する化学免疫療法の基盤開発とその制
御/大植祥弘（川崎医大・呼吸器内科学）
・  消化器癌における常在微生物群ゲノムの解析
と分子異常・免疫応答・環境因子との関連/能
正勝彦（札幌医大・消化器・免疫・リウマチ
内科学）
・  炎症性腸疾患における腸内細菌叢パターン解
析による新たな診断分類，治療選択手法の確
立/髙山哲朗（東海大・内科学）
・  臓器間神経ネットワークによる体重調節機構
の解明に基づく新規肥満治療薬の開発/山田
哲也（東北大・糖尿病代謝内科学）
・  CTCチップを用いた循環膵臓癌細胞捕捉と低
侵襲的な新規膵臓癌確定診断法の確立/横堀
武彦/（群馬大・病態腫瘍薬理学）
・  食道癌における“がん代謝”に関わる epig-

enomic biomarkerの網羅的解析/馬場祥史
（熊本大・消化器外科学）
・  聴覚機能の成立に関わるアクチン制御機構の
解明/坂口博史/（京府医大・耳鼻咽喉科・頭頸
部外科学）
・  メタボリックシンドロームにおける尿路結石
促進機序の解明と分子標的治療への応用/岡
田淳志（名市大・腎・泌尿器科学）
・  次世代型偏光感受型光干渉断層計による術後
瘢痕化評価/福田慎一（筑波大・眼科学）

▪「HPV ワクチン接種後に生じた 
症状に対する診療の手引き」 
作成について

　HPVワクチン接種後に生じた様々な症状に
より，適切な医療を求めている患者及びその保
護者に対する支援体制充実のため，日本医師会
とともに作成したものである．現場で対応にあ
たる地域の医療機関，都道府県ごとに選定した
協力医療機関の医師等を対象にしている．平成
27年 8月 19日（水）に日本医師会と合同記者
会見を行った．手引きは日本医学会 HPからダ
ウンロードできる．
http://jams.med.or.jp/news/041.pdf

　また，平成 26年 12月 10日（水）には日本
医師会と「子宮頸がんワクチンについて考える」
をテーマに合同シンポジウムを開催しており，
日本医学会 HP「Onlineライブラリー」から動
画配信しているので併せてご参照いただきたい．
http://jams.med.or.jp/library/symposium.

html

▪研究倫理教育研修会
　日本医学会連合研究倫理委員会，日本医学雑
誌編集者組織委員会，日本医学会利益相反委員
会主催の研究倫理教育研修会を，「医学研究倫理
を考える」をテーマに，平成27年5月15日（金），
河上　裕，北村　聖，曽根三郎の各座長の下，
日本医師会館大講堂にて開催した．
　当日は，「医学研究と倫理」（河上　裕慶應義
塾大学医学研究科委員長），「医学研究成果公表
における著者資格と研究不正およびその防止」
（北村　聖東京大学大学院医学系研究科附属医
学教育国際研究センター教授），「医学系研究に
係る利益相反マネージメントの考え方とその実
際」（曽根三郎徳島大学名誉教授/徳島市病院事
業管理者），「『人を対象とする医学系研究に関す
る倫理指針』の概要」（福井次矢聖路加国際大学
理事長/聖路加国際病院院長），「あらためて研究
倫理とは何か～医の倫理との異同を考える」（橳
島次郎東京財団研究員）の講演がそれぞれ行わ
れ，総合討論の後，終了した．参加は97分科会．
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１．投稿資格ならびに条件
著者のうち一人は本学会正会員または企業会
員の社員であること．

２．論文の種類
①原著 ②研究速報 ③総説／特集 ④使用経験 
⑤考案 ⑥新製品紹介 ⑦報告とする．
原著および研究速報は未発表のものに限る．

３．倫理規定
１）臨床研究については，世界医師会によるヘ

ルシンキ宣言に基づき，「人を対象とする
医学研究に関する倫理指針」（平成 26 年文
部科学省，厚生労働省告示）を遵守したも
のとする．

２）必要な際には，施設の研究倫理委員会等の
承認のもとに当該研究が行われたことを明
記する．

　　なお，その際は承認番号等を記載する．
４．利益相反（COI）に関する事項

投稿論文の内容に関し，「日本医療機器学会　
医学研究の利益相反に関する指針」に基づき，
当該論文に関する利益相反に関する事項につ
いて，著者全員が「医療機器学　自己申告に
よる COI 報告書」を用いて事前に届け出なけ
ればならない．記載内容は掲載論文の末尾，
謝辞または文献の前に掲載される．規定され
た COI 状態がない場合は，「申告すべき COI
はなし」などの文言が同部分に記載される．

なお，責任著者が営利を目的とする企業・法
人組織や団体に勤務の場合は，「医療機器学
自己申告による COI 報告書」を提出する必
要はない．

５．著作権・版権
本誌に掲載された論文の著作権・版権は日本
医療機器学会に帰属する．

６．論文の採否
論文の採否，掲載論文の種別，掲載順序は査
読意見に基づき，編集委員会が決定する．

７．著者校正
著者校正は１回とする．

８．別　　刷
１）希望により原著は 30 部まで無料とする．

それ以上の部数を希望する場合は有料によ
り受け付ける．

２）原著以外の論文は有料により受け付ける．
３）別刷りの作成は印刷した紙媒体かPDFファ

イル（CD）による電子媒体かを選択する．
４）著者校正時に作成媒体と希望部数（紙媒体

の場合）を明記して申込みをする．
９．原稿の送付先

オリジナル原稿とコピー２部および記録媒体を
書留郵便で下記あてに送付すること．
〒 113-0033 東京都文京区本郷 3-39-15
一般社団法人日本医療機器学会　編集部 

医療機器学投稿規定（執筆要領）（平成 27 年８月改訂）

■ 一 般 的 事 項

■ 執 筆 要 領

１．原稿の作成
１）表題頁，英文要旨，本文，文献，表，図説

（写真）の順にまとめる．特集などの総説も，
原則として上記に準ずるが，英文抄録は必
要ない．

２）原稿は，A4 判用紙に 40 字× 30 行の横書
きでプリントアウト（原文1部，コピー2部）
する．

３）原稿を保存した記録媒体（MO，CD-ROM，
DVD-ROM，USB メモリ）を添付する．

　　（原則として返却しない）
①本文・図説はワードで作成する．
② 図，表はワード，エクセルまたはパワーポ

イントで作成する．
③ 画像の圧縮はJPEGまたはGIFが望ましい．

２．論文の体裁
１）表題頁

① 表題および著者名（英文を併記する）．

　なお表題に製品名は使用できない．
② 所属機関と住所（〒，電話，FAX，e-mail

など含む）
③ 著者が複数の場合，責任著者（Correspond-

ing author）を明示すること．責任著者は論
文審査に関わる連絡担当者になるとともに，
全著者を代表して当該論文の責任を負う．

④ 当該の研究遂行や論文作成に際して，行政・
団体・企業等から研究費助成，試料提供，便
宜供与などの支援を受けた場合は，表題頁に
支援組織の名称とその内容を記載すること．

２）要　旨
原著論文は英文要旨（200 語以内）をつける．

３）本　文
① 原著は目的，方法，結果，考察，結論の順

序に記述する．
② 特集などの総説は各主題について，現時点

で一般に承認された新しい知識を，公平に
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読者に提供することを目的とする．同時に，
論争はあるが，未来につながる有益な知識
については客観的批評をまじえ，記載する．

③ 製品名にはメーカ名を（　）で併記する．
④ 論文は，図表を含め 9,600 字（刷上がり６

頁）以内．ただし新製品紹介は 1,200 字（刷
上がり１頁）以内．約 1,600 字で刷上がり
１頁に相当する．

⑤ 図・表は１枚あたり 200 字換算（刷上がり
1/4 頁）で 10 枚以内．寸法の大きな図表は，
この割合で枚数を減ずる．

⑥ 文章は口語体とし，専門用語，欧文もしく
はカタカナ書きを必要とする部分以外は常
用漢字ひらがな書きとする．

⑦ 医学用語は原則として，日本医学会・医学
用語委員会編「医学用語辞典」に準拠する．

⑧ 数字は算用数字を用い，度量衡単位は cm，
mm，l，ml，g，℃などとする．

⑨ 略語を使うときは，初出時に正式名を記し
た後に（　）内に記入する．

⑩ 見出し記号は，大見出しから順に 1.，２．
……，1），2） ……，（1），（2） ……， ①，
②……とする．

⑪ 用字・用語は編集部で統一し，筆者の了解
なく変更することがある．

４）文　献
① 文献の記載順序は本文中での引用順とし，

本文中の引用箇所に，半角上付で 1），2），3 〜 5）

のように記載する．
②文献の書き方は次のように統一する．
　・ 著者名は原則として全員を記載する．た

だし，4 名以上の場合は最初の 3 名を記
載の上，それ以後は「ほか」または「et 
al」とする．

　・ 雑誌の略名は，和誌は「医学中央雑誌略
記表」，洋誌は「Index Medicus」に準
拠する．

　・ CD-ROM，DVD-ROM の電子文献につ
いては以下の表記の仕方に準ずるが，
CD-ROM，DVD-ROM であることを（　）
で明記する．

　雑誌中の論文
著者名．論文名．掲載雑誌名．出版年（西暦），
巻数，号数，はじめのページ-おわりのページ． 

例） 医科太郎，器械花子，医療二郎ほか．医科
器械の未来．医療器械学．1977，Vol.85， 
No.6， p.354-360.

例） Steven, L.; George, S. Development of 
medical instruments. Journal of Medical 
Device. 1990, Vol.98, No.5，p.214-218.

　

　単行本
著者名．書名．版表示（初版は省略），出版社，
出版年（西暦），総ページ数 

例） 医科三郎．医療機器論，メディカル器械
出版， 2000， 351p． 

例） Tim, L. Medical instrument and device. 
Medical Public, 2001, 257p.

　論文集（単行本）中の論文
著者名．“論文名”．書名．編者名．出版社，
出版年（西暦），はじめのページ - おわりの
ページ．

例） 医科四郎．“医科器械の歴史”．医科器械
の現在と将来．器械司子編．医療書房， 
1999， p.121-130.

例） Kikai,Taro. “Future of Medical Device”. 
Development of Medical Devices. Kaiser, 
T., ed. Journal of Device, 1990, p.11-30.

　電子ジャーナル中の論文
著者名．論文名．掲載雑誌名．出版年（西暦），
巻数，号数，はじめのページ - おわりのペー
ジ．入手，（入手日付）．

例） 医科五郎，器械洋子．医科器械の起源．
医療学．2001, Vol.89, No.7, p.153-168.

　　 http://ikakikai.ne.jp/ronbun/153. 168,（参照
2008-08-14）．

　ウェブサイト中の記事
著者名．“ウェブページの題名”．ウェブサイ
トの名称．入手先，（入手日付）．
例）中央医療報告会．“将来の医療のあり方”．
医療研究会．
http://www.iryouken.ne.jp/arikata.htm，（参
照 2008-11-15）．

３．図・表（写真を含む）
１）図・表の挿入箇所を，本文の右側欄外に朱

書する．
２）１. ３）②，③項に従った電子ファイルか，

手札版の写真および白紙に黒インクで清書
した図・表を提出する．

３）雑誌や書籍などから転載する場合は，版権
所有者の使用許可書のコピーを添付する．

４）カラー印刷は原則不可とする．
５）図説は，原則として和文で書く．図の中の

シンボル，矢印，略字なども説明する．
６）表題および表の中の文字は原則として和文

とし， 表の説明文はつけない．記号や略字，
統計分析結果などの説明は，表の下部に脚
注の形で記載する．

７）図（写真），表は原則として返却しない．
返却を希望する場合は，その旨原稿に明記
する．
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来年の暦や干支が気になる季節になりまし

た．今年を振り返ると，北陸新幹線の長野〜金

沢間開業，TPP（環太平洋パートナーシップ）

協定交渉の大筋合意，大村先生と梶田先生の

ノーベル賞受賞，国産初のジェット旅客機（MRJ）

の初飛行を思い浮かべます．大村先生の“イベ

ルメクチン”は，熱帯地方の風土病であるオン

コセルカ症（河川盲目症）や象皮病の特効薬で

す．梶田先生らは“ハイパーカミオカンデ”を

目指す国際共同研究グループを結成しました．

“スーパーカミオカンデ”にはテレビ会議システ

ムがあるので世界中の研究者と意見交換できま

す．移動手段や通信技術の発達により国際交流

は日常的になりました．医療用具の滅菌に関す

る ISO 国際会議（ISO/TC198）は，今年 12 月

にベルリンで開催されます．本学会の活動は今

後ますます国際化すると感じています．

（本誌編集委員　上寺　祐之）
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−A9−

ASK-6500ST ASK-6500ST

CYCLE 
QUEST

CYCLE 
QUEST サイクルクエスト 

呼吸器系回路洗浄･熱水処理･乾燥･システム 

全自動制御による、 
洗浄･熱水処理･ 
乾燥システム 

バブリング機能を有した洗浄槽に、専用の浸漬バスケット
をセットして、回路まわりの小物を洗浄します。 

バブリング洗浄 

除染を目的とした熱水処理を70℃～93℃の間で設定
でき、工程時間も10分～任意で設定できます。 

除染に有効的な熱水処理機能 

プリンター機能によって工程管理及び熱処理時の温度管
理ができます。 

プリンター機能 

蛇管･チューブ洗浄 
■簡単に脱着できる蛇管用とチューブ用の 
　2タイプで用途に応じてご使用できます。 

医療機器製造業許可証　27BZ200023 
第2種医療機器製造販売業許可証　27B2X00210

URL/ http://www.asukamedical.co.jp/　E-mail/ askhm@asukamedical.co.jp

■本社・工場 〒536－0008大阪市城東区関目2丁目12番10号 TEL.（06）6939－3011（代）　FAX.（06）6939－3225

■東京支店 〒111－0055東京都台東区三筋1－12－3金子ビル1FTEL.（03）5820－5662（代）　FAX.（03）5820－5663

ワンタッチ脱着方式で多様な呼吸器系回路洗浄に対応 

チューブ用 

蛇管用 
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完全日本語表示
液晶パネル

ダブルドア仕様の
ES-1400Wもラインアップ
パススルー機構で滅菌作業を効率化

LEDライティング&ビューポート付き

フットスイッチ
付き自動ドア

〈選べる5色のカラーバリエーション〉
・シチリアンオレンジ　・ロイヤルブルー
・コスモスピンク　 
・プレミアムブラック（特注色）　・スプラウトグリーン（特注色）

独自のガス化技術&4パルス方式※により実現された滅菌性能
※過酸化水素ガスを分子レベルにガス化して4回投入。

換気工程はＡＬＶ（オルタネートベンチレーション）方式※

※減圧と加圧を繰り返し残留値を低減。

ノーマルサイクル＋ショートサイクル※

※内腔のない単純構造器材専用サイクル。

チャンバー容量　     76ℓ

〈選べる5色のカラーバリエーション〉
・シチリアンオレンジ　・ロイヤルブルー
・コスモスピンク　 
・プレミアムブラック　・スプラウトグリーン

チャンバー
容量 142ℓ

完全日本語表示
液晶パネル

ダブルドア仕様の

〈選べる5色のカラーバリエーション〉
・シチリアンオレンジ　・ロイヤルブルー
・コスモスピンク　 
・プレミアムブラック（特注色）・スプラウトグリーン 注色）（特注

チャンバー容量    76ℓ

チャンバー
容量 142ℓ

ノーマル
サイクル

55min　
ショート

サイクル
34min

ノーマル
サイクル

50min　
ショート

サイクル
28min

管理医療機器（クラスⅡ）特定保守管理医療機器
認証番号：225ADBZX00013000

管理医療機器（クラスⅡ）特定保守管理医療機器
認証番号：22300BZX00074000
管理医療機器（クラスⅡ）特定保守管理医療機器
認証番号：22300BZX00074000

※各サイクル時間は標準的な時間であり、滅菌物の量や材質により
　変動する場合があります。

背面前面

スピード
低温滅

菌システ
ム-ES

シリーズ
-

国産の
技術と品

質でお
応えしま

す

ESシリーズは国内で開発し、国内製造しております。

札　幌（011）736-0010・仙　台（022）236-3621・新　潟（025）243-6391・さいたま（048）663-2221
神奈川（045）476-2860・名古屋（052）531-6231・金　沢（076）237-7511・京　都（075）691-5101
神　戸（078）651-2601・高　松（087）865-1511・広　島（082）232-1341・山　陰（0852）23-2711
福　岡（092）472-0241・鹿児島（099）266-3141

●商品に関するお問い合わせは下記まで

大阪府摂津市庄屋1丁目14番12号 （06）6382-8701
東京都文京区湯島2丁目17番4号 （03）3814-7850

本社／大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル9階

http://www.canon-lcs.co.jp

―　 　―A 14
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製造歴30年の実績

◎皮膚刺激の少ない原材料で製造しています。安心してご利用できます。
 ※生物学的安全性試験（社内データ用試験）で、細胞毒性試験、皮膚感作性試験、皮膚一次刺激性試験ともに、
　 健康な皮膚には異常を与えない安全性が、確認されています。

◎対塩性にも優れています。発汗によるダレも少なくなっています。
◎着色していません。衣服やプローブに色が残りません。
◎ご使用後は、ティッシュペーパーまたはタオルなどで拭き取れます。
◎各社診断装置に安心してご使用いただけます。

◎容器は、ボトルタイプ、チューブタイプ、１リットルタイプの３タイプあります。

〒125-0062　東京都葛飾区青戸４丁目21番12号
TEL. 03 - 3601 - 1168　FAX. 03 - 3601 - 1160

http://www.nikkofines.co.jp

※仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

特　　長

種　　類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用途により、お選びください。

N-100　ボトルタイプ
250mℓ入り 5本／箱

●キャップはツイスト式で、取り扱いが容易です。

N-100　チューブタイプ
250mℓ入り 5本／箱

●容器が柔らかいので絞り出しが容易です。

N-100　１リットルタイプ
1ℓ入り 4本／箱、または 5本／箱

●詰め替え用の容器が付属しています。

１リットルタイプは、キャップ式の注ぎ口のため、

詰め替えが容易に行えます。

N-100
超 音 波 診 断 用 ゲ ル

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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株式会社名 優 住所：　〒276-0042　千葉県八千代市ゆりのき台１－１５－１
T e l :  047-480-6161 Fax: 047-480-6162  www.meilleur.co.jp

世紀を超え愛用される高耐久性滅菌コンテナ「ステリタイト」
ステラッド NX５０への使用についても FDA 承認取得しました！
管腔器材の滅菌保証を可能にするコンパクト PCDで効率的運用！

卓越した乾燥性能へのこだわり。
整形外科セットに威力。
滅菌コンテナ　「ステリタイト」

眼科セットの完全版バスケット。
そのままで、 浸漬、 機械洗浄、
滅菌が愛護的に行えます。

汎用型滅菌コンテナ 「ステリタイト」
ステラッド５０、 １００、 ２００に次ぎ、
NX50 でも FDA 承認取得しました。

リコールは滅菌不良だけとは限りま
せん。 払出器材、 使用器材のトレー
スはラベラーを用いれば万全です。

製品の厚みは、 他社滅菌コンテナと
比較し、 50% 増しの 2.29mm。
心地よい重厚感、 「ステリタイト」。

ガスケットにはプラチナシリコンを採
用し、 メンテナンスフリーを実現。
「ステリタイト」 ならでの信頼性です。

時代が変わっても、 滅菌コンテナ
「ステリタイト」 には１０年、 １５年先
でも使用に耐える強靭さがあります。

マイクロ器材の機械洗浄を
可能にする 「プロテクト H」。
どんなバスケットでもご相談ください。

管腔器材、 複雑な器材の高圧蒸気
滅菌の滅菌保証にコンパクト PCD。
器材払出に自信が生まれます。

販売元

ダイヤモンドメスは
最上段に、マイクロ剪刀、

麻酔針、カニューラは下段に、
先端にカバーをつけずに収納できます。

DIN 規格から
USサイズまで
さまざまな種類、寸法の
バスケット、トレイがございます。
先端にカバーをつけずに収納できます。

プラチナ
シリコン

ステリタイト

他社　
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医療機器製造販売許可番号 13B2X10007 

プラズテック HMTS-142 

（シングルドア） 
プラズテック HMTS-30E 

プラズテック HMTS-80E

医療機器認証番号 

HMTS-30E 225AFBZX00034000 

HMTS-80E 224AFBZX00071000 

HMTS-142 224AFBZX00070000 

Speedy 〜 時間を短縮 

Safety 〜 ⾼い安全性 

Steady 〜 確実な滅菌性 

Saving 〜 ⾼い経済性 

過酸化水素を用いたプラズマガス滅菌は、熱や湿度

に敏感な器具を対象とした、安全かつ信頼性の高い

滅菌方法です。 

プラズテック HMTS-142 

（ダブルドア） 

－　　　－A19
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