参考資料
「医療現場における滅菌保証のための評価ツールVer.1.0」
より抜粋

アルバート・ブラウン社

（一般社団法人 日本医療機器学会発行）

滅菌・洗浄インジケータ

■ 再生処理
洗浄業務
９．機械洗浄工程が正常に終了したことを記録紙、洗浄インジケータ、電子記録などで確認し、
記録を保管していますか？
【必須】

Serving Global Healthcare with Sakura Tradition and Innovation

組立業務
20. ラップ材のインジケータテープ固定はあらゆる方向から見えるように広範囲に渡って行っていますか？

滅菌業務
22．蒸気滅菌器を使用する前に、滅菌器ごとにボウィー・ディックテストを毎日実施していますか？
【必須】

蒸気滅菌のモニタリング
26. 包装内部用化学的インジケータ
（タイプ４，
５，
６のいずれか）
を包装材内部に設置していますか？

低温滅菌のモニタリング
28. 包装内部用化学的インジケータ
（タイプ4，
５，
６のいずれか）
を包装材内部に設置していますか？
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製造元

0120-037-311

アルバート・ブラウン社

https://www.sakurajp.com

東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川 1-25-12

tel. 03-3553-8034 fax. 03-3553-8072
A-152.2022

包装内部用CI（タイプ4）

包装外部用CI／ボウィー・ディックテスト
■ ブラウン インジケータテープ（タイプ１）

■ ブラウン MVIインジケータ
（タイプ4）

滅菌工程を通過したか否かを確認するために使用するテープです。
特定の滅菌工程に曝露すると変色し、
バックを開封することなく
曝露されたことが確認できます。

2つの重要プロセス変数に反応するケミカルインジケータです。
滅菌バックや滅菌包装の内部に入れて使用し、
滅菌条件に達したかを確認できます。

判定パターン例

判定パターン例

※印刷のため実際の色調とは異なる場合があります。

※印刷のため実際の色調とは異なる場合があります。

蒸気用

蒸気用
滅菌前

滅菌後

滅菌保証のガイドライン2021参照項目

滅菌前

施設評価ツールVer.1.0 参照項目

・14.3 日常のモニタリング（包装外部用CI）

・組立業務 No.20

商品名

型式

不合格
合格

入数

インジケータテープ 蒸気用
18mm × 50m

0162J

12巻

インジケータテープ 蒸気用
24mm × 50m

0163J

9巻
不合格

滅菌保証のガイドライン2021参照項目
・14.4 日常のモニタリング（包装内部用CI）

V-PRO1・V-PRO1Plus・V-PROmaXならびに
STERRAD NX・100Sにバリデートされている過酸化水素ガス
滅菌用インジケータです。

商品名
使用前

合格

型式

入数

TST ボウィ・ディックテストパック
（134℃/3.5分）

2352

20個入

TST ボウィ・ディックテストパック
（121℃/8.0分）

2310

20個入

・14.4 日常のモニタリング（包装内部用CI）

250枚

※印刷のため実際の色調とは異なる場合があります。

滅菌前

滅菌保証のガイドライン2021参照項目

2563

・蒸気滅菌のモニタリング No.26
・低温滅菌のモニタリング No.28

空気除去性能の確認だけでなく蒸気の質に異常がないか見る
ことができ、滅菌不良となる原因を早期に発見することができます。

判定パターン例

MVI インジケータ EOG用

施設評価ツールVer.1.0 参照項目

■ ブラウン べーパーストリップインジケータ
（タイプ４）

※実際の結果とは異なる場合があります。

240枚

･ ISO11140-1 タイプ4準拠品

合格

■ ブラウン TSTボウィ・ディックテストパック
（タイプ2）

判定パターン例

入数

2551

商品名

EOG用
滅菌前

型式

MVI インジケータ 蒸気用

不合格

合格

施設評価ツールVer.1.0 参照項目
・低温滅菌のモニタリング No.28

商品名

型式

入数

ベーパーストリップ インジケータ

2501

200枚

･ ISO11140-1 タイプ4準拠品

･ ISO11140-4 タイプ2準拠品

不合格
（空気残留）

不合格
（過熱蒸気）

滅菌保証のガイドライン2021参照項目

・14.5 日常のモニタリング（ボウィー・ディックテスト）

不合格
（非凝縮性ガス）

不合格
（過飽和蒸気）

施設評価ツールVer.1.0 参照項目
・滅菌業務 No.22

ISO 11140-4
Type 2
KM 57632

※2352のみ適用

※カタログ掲載の画像は実物大ではありません。

※製品改良のため、仕様・外観が予告なく変更になる場合があります。

包装内部用CI（タイプ6）

その他のラインナップ

■ ブラウン TSTコントロールインジケータ
（タイプ6）

■ ブラウン STFロードチェック
（洗浄評価用）

3つの重要プロセス変数（時間・蒸気・温度）全てに反応し、
滅菌工程をモニタリングできるインジケータです。
滅菌バックや滅菌包装の内部に入れて使用します。

間接的洗浄評価を行うためのインジケータと専用ホルダです。
簡便性に長けており忙しい洗浄業務の日常管理に最適です。

判定パターン例

洗浄プロセスの判定パターン例

※印刷のため実際の色調とは異なる場合があります。

※実際の結果とは異なる場合があります。

洗浄後

ISO 11140-1
Type 6
KM 60358

商品名

滅菌前

不合格

滅菌保証のガイドライン2021参照項目
・14.4 日常のモニタリング（包装内部用CI）

不合格

不合格

合格

施設評価ツールVer.1.0 参照項目
・蒸気滅菌のモニタリング No.26

型式

入数

TSTコントロールインジケータ
134℃/3.5分 フラッシュ用

2317

200枚

TSTコントロールインジケータ
134℃/3.5分

2340

100枚

TSTコントロールインジケータ
134℃/5.3分 121℃/15分

2342

100枚

TSTコントロールインジケータ
134℃/7分 121℃/20分

3760

200枚

TSTコントロールインジケータ
134℃/9分

3702

200枚

TSTコントロールインジケータ
134℃/18分

3706

200枚

･ ISO11140-1 タイプ6準拠品

基準例

要注意

合 格

（基準設定時と何か異なる可能性あり）

商品名

型式

入数

STFロードチェック インジケータ

2315

100枚/箱

STF-TF

1個/箱

STFロードチェック ホルダ

（基準設定時と同等）

施設評価ツールVer.1.0 参照項目
・洗浄業務 No. 9

■ ブラウン TSTロードチェック
空気除去と蒸気浸透性に対して適切なバリアシステムと、
滅菌工程の重要なパラメータに適切に反応するインジケータを
組み合わせたロードモニタリングシステムです。

判定パターン例
滅菌前

※実際の結果とは異なる場合があります。

合格
不合格
不合格

型式

入数

TSTロードチェック
134℃/3.5分

商品名

3783

TSTロードチェック
134℃/5.3分 121℃/15分

インジケータ400枚、
デバイス1個

3778

TSTロードチェック
134℃/7.0分 121℃/20分

3779

インジケータ400枚、
デバイス1個
インジケータ400枚、
デバイス1個

※カタログ掲載の画像は実物大ではありません。

※製品改良のため、仕様・外観が予告なく変更になる場合があります。
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■ １４．化学的インジケータ
（chemical indicator : CI）
14.1 バリデーションに基づいたCIの運用
（勧告）
14.1.1

14.2

14.6

保管と取扱い

（勧告）
各滅菌プロセスに要求されるバリデーションに基づき、CIの運用を規定し、文書化する

CIの分類

（勧告）
14.2.1 インジケータを選択、使用する際は、反応する滅菌工程の重要プロセス変数を把握する
14.2.2 インジケータを選択、使用する際は、適用可能な滅菌条件を把握する

14.6.1

誤った結果を避けるために、CIのメーカが指定した方法以外で用いてはならない
（メーカの指示がない箇所でのカットなど）

14.6.2 インジケータ部の転写の恐れがあるため、CIは被滅菌物に接触しない形で配置する
14.6.3

滅菌工程前の洗浄工程などで薬剤が残留すると、CIの変色性に影響を及ぼすことがあるので注意する

14.6.4

性能の変質や判定後の結果に影響を及ぼす可能性があるため、使用前および使用後のCI、
特に蒸気滅菌用のCIは他の滅菌法の滅菌物のそばに置かないようにする

14.6.5

使用前の保管条件（温度、相対湿度、直射日光など）
は、
メーカが指定した条件を厳守する

14.6.6

滅菌責任者は、CIの取扱い方法や判定方法についてのトレーニングや情報を使用者に提供する

14.6.7

CIの選定にあたっては、ISOで定められた性能を満たすものを選択する

14.3 日常のモニタリング
（包装外部用CI）
（勧告）
14.3.1 すべての包装に包装外部用CIを必ず使用する。
ただし、包装内部用CIが外部より視認可能で滅菌物と未滅菌物の識別が容易に可能な場合には、
必ずしも包装外部用CIを使用しなくてもよい

14.4 日常のモニタリング
（包装内部用CI）
（勧告）
14.4.1 すべての包装に内部用CIを使用する。
ただし、
「14.1 バリデーションに基づいたCIの運用」
にて要求されているバリデーションに基づいた
妥当性確認ができている場合、確認済みの包装についてCIは除外できるものとする
14.4.2 「14.1 バリデーションに基づいたCIの運用」
のバリデーションに基づき滅菌が困難と判断された包装、
コンテナなどの厳重な包装、手術に供される医療機器を含む包装、
フラッシュ滅菌で処理する滅菌物および
包装などには必ずCIを使用する。
CIが除外できる条件については
「14.4.1」
と同様とする

14.5 日常のモニタリング
（ボウィー・ディックテスト）
（勧告）
14.5.1

真空式蒸気滅菌器に対して、必ず毎日の運転開始前におこない、合格することを確認する

14.5.2

真空式蒸気滅菌器に対して、滅菌器の移設、修理、故障、滅菌不良の際には３回連続おこない、
合格することを確認する

14.5.3 ボウィー・ディックテスト試験は暖機運転後に実施する

ISO 11140-1（2014）
による化学的インジケータのタイプ分類
分類

名称

用途・特徴
医療器材が滅菌工程を通過したか否かを確認するために使用される。

タイプ１

プロセス・インジケータ

タイプ 2

特定の試験のためのインジケータ

タイプ 3

シングルバリアブル・インジケータ

１つの重要プロセス変数に反応する

タイプ 4

マルチバリアブル・インジケータ

２つ以上の重要プロセス変数に反応する

タイプ 5

インテグレーティング・インジケータ

すべての重要プロセス変数に反応する。指標菌のＤ値と関連した反応をする

タイプ 6

エミュレーティング・インジケータ

包装材の外側に貼付するか、あるいは外側から目視確認できるようにする
現在、真空式蒸気滅菌器の空気除去の適格性を確認するボウィー・ディック

テスト用のインジケータなどが該当する

すべての重要プロセス変数に反応する。合格条件と不合格条件の条件幅が最も狭く、
指定された滅菌条件（ＳＶ※）を最も精度高く検知する

※ SV（stated value）規定値：インジケータが合格を示す滅菌工程の重要プロセス変数の値（温度や時間など）で、
インジケータのメーカが設計する。インジケータの使用にあたり事前にSVを確認することが必要となる。

