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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】洗浄後の医療器具を洗浄装置から加熱滅菌装置
に移す際に個別に移す必要がなく、かつ短時間で容易に
移すことができるようにした洗浄装置を提供する。
【解決手段】表面にブラシ状の耐熱性弾力体を有し、洗
浄対象物を載置する網状の耐熱性載置板と、少なくとも
蓋内面にブラシ状の弾力体を有し、洗浄対象物を載せた
耐熱性載置板を収納後、蓋をして施錠可能な籠状のトレ
イ２０と、耐熱性載置板を収納したトレイを回転させる
回転手段１３と、耐熱性載置板を収納したトレイを回転
手段で回転中に、水を噴霧して洗浄する水噴霧手段３１
、３３、３４と、水噴霧手段で耐熱性載置板を収納した
トレイに噴霧の後、トレイに空気を吹き付ける送風手段
３５と、を備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面にブラシ状の耐熱性弾力体を有し、洗浄対象物を載置する網状の耐熱性載置板と、
　少なくとも蓋内面にブラシ状の弾力体を有し、前記洗浄対象物を載せた耐熱性載置板を
収納後、蓋をして施錠可能な籠状のトレイと、
　前記耐熱性載置板を収納した前記トレイを回転させる回転手段と、
　前記耐熱性載置板を収納した前記トレイを前記回転手段で回転中に、水を噴霧して洗浄
する水噴霧手段と、
　該水噴霧手段で前記耐熱性載置板を収納した前記トレイに噴霧の後、該トレイに空気を
吹き付ける送風手段と、
　を備えたことを特徴とする洗浄装置。
【請求項２】
　請求項１記載の洗浄装置において、
　前記水噴霧手段または送風手段の何れか一方を選択して動作させる選択制御手段を備え
たことを特徴とする洗浄装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載の洗浄装置において、
　前記洗浄対象物は医療器具であることを特徴とする洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄装置に関し、特に、洗浄後の洗浄対象物を容易にかつ短時間で滅菌処理
に移すことができるようにした洗浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院では、メス、鉗子、ハサミなどの手術器具、ガラス器具、麻酔用器具などの医療器
具が多量に使用されており、それらは使用後に洗浄・滅菌されて再使用されている。この
医療器具の洗浄・滅菌に際して、使用済みの医療器具には血液などが付着しており、医療
器具からの病原菌の飛散を防ぐことが、院内感染防止の面等から強く求められている。通
常、規模の小さい医療機関においては、使用済の医療器具を、ブラシ等を用いて用手洗浄
する場合がほとんどである。これに対して、比較的大きな病院では、使用済の医療器具を
、付着した汚れの種類に応じて、高性能なジェット洗浄機や超音波洗浄機を用いて機械洗
浄している。これらの洗浄機は、一般に高価であり、大型である。
【０００３】
　ところで、医療器具は、洗浄後に滅菌処理が行われる。一般に、オートクレーブ等の加
熱滅菌装置内に医療器具をセットして１６０～１８０°Ｃ程度の温度で加熱滅菌処理する
ことが多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３５５６２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の洗浄装置では、洗浄後の医療器具を洗浄装置から個別に人手で取
り出して加熱滅菌装置にセットしていたので、医療器具を洗浄装置から加熱滅菌装置に移
す際に人手に触れて医療器具が汚れてしまったり、医療器具を移す作業に時間がかかると
ともに面倒であるという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、上記従来の問題点を解決するためになされたもので、洗浄後の医療器具を洗
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浄装置から加熱滅菌装置に移す際に個別に移す必要がなく、かつ短時間で容易に移すこと
ができるようにした洗浄装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を達成するために請求項１記載の発明は、表面にブラシ状の耐熱性弾力体を有
し、洗浄対象物を載置する網状の耐熱性載置板（図２（Ｂ）の２４）と、
　少なくとも蓋内面にブラシ状の弾力体を有し、前記洗浄対象物を載せた耐熱性載置板を
収納後、蓋をして施錠可能な籠状のトレイ（図２（Ａ）の籠部２１）と、
　前記耐熱性載置板を収納した前記トレイを回転させる回転手段（図１の回転駆動部１３
）と、
　前記耐熱性載置板を収納した前記トレイを前記回転手段で回転中に、水を噴霧して洗浄
する水噴霧手段（高圧給水部３１、噴霧ヘッド３３、洗浄液供給部３４など）と、
　該水噴霧手段で前記耐熱性載置板を収納した前記トレイに噴霧の後、該トレイに空気を
吹き付ける送風手段（高圧エアーブロー部３５など）と、
　を備えたことを特徴とする洗浄装置（洗浄機ＳＫ）である。
【０００８】
　また、請求項２記載の発明は、請求項１記載の洗浄装置において、前記水噴霧手段また
は送風手段の何れか一方を選択して動作させる選択制御手段（図４の操作部５２、図５の
フローチャート）を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項３記載の発明は、請求項１または請求項２記載の洗浄装置において、前記
洗浄対象物は医療器具であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１記載の発明によれば、洗浄対象物を網状の耐熱性載置板のブラシ状の耐熱性弾
力体上に載置し、該耐熱性載置板を少なくとも蓋内面にブラシ状の弾力体を有する籠状の
トレイに収納して、該トレイを回転しながら水を噴霧し、空気を吹き付けて、洗浄対象物
を洗浄および乾燥するようにしたことにより、洗浄および乾燥後に洗浄対象物を載置した
網状の耐熱性載置板ごとトレイから取り出して、オートクレーブ等の滅菌・消毒装置にそ
のままセットすることができるという効果がある。このため、洗浄後の洗浄対象物を、直
接手を触れることなく、オートクレーブ等の滅菌・消毒装置により滅菌・消毒することが
できる。
【００１１】
　請求項２記載の発明によれば、選択制御手段により水噴霧手段または送風手段の何れか
一方を選択して動作させることができるようにしたので、洗浄対象物によっては洗浄また
は乾燥だけを選択的に行うことができ、無駄なコストおよび作業時間を削減することがで
きる。
【００１２】
　請求項３記載の発明によれば、洗浄対象物が医療器具であるので、規模の小さな医療機
関でも、作業者による作業バラツキを無くすことができ、更に作業者の感染を防止できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態の断面図であって、（Ａ）は洗浄機ＳＫ全体を示すと共に、洗
浄トレイが水平状態を示し、（Ｂ）は洗浄トレイが垂直状態を示す。
【図２】同実施形態における洗浄トレイを示す斜視図であって、（Ａ）は籠部、（Ｂ）は
耐熱性載置板を示す。
【図３】同実施形態における洗浄装置の外観斜視図である。
【図４】同実施形態における操作部の正面図である。
【図５】同実施形態の動作を示すフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を図示の実施形態に基づいて説明する。
【００１５】
　図１（Ａ），（Ｂ）に示すように、洗浄機ＳＫは、トレイ回転部１０と、洗浄トレイ２
０と、散水部３０と、排水タンク４０とを備えて構成されている。
【００１６】
　トレイ回転部１０は、筐体１１の左右側面に、次に説明する洗浄トレイ２０の支軸２３
ａ，２３ｂを支持する軸受１２ａ，１２ｂが設けられている。一方の支軸２３ａは、モー
ター等からなる回転駆動部１３により駆動され、１分間に１回回転する。
【００１７】
　散水部３０は、水道水が高圧給水部３１により加圧され、管路３２へと給水される。管
路３２には下方に向けて３個の散水ヘッド３３ａ～３３ｂが設けられ、これら散水ヘッド
３３ａ～３３ｂから、筐体１１の上部に形成された開口部を介して洗浄トレイ２０に散水
される。
【００１８】
　また、洗浄液供給部３４からはオゾン水が供給され、高圧給水部３１から供給される水
道水とオゾン水とが混合されて、散水ヘッド３３ａ～３３ｂから洗浄トレイ２０に散水さ
れる。
【００１９】
　筐体１１の底部には排水口１１ａが形成され、該排水口１１ａから洗浄後の水道水やオ
ゾン水が排水タンク４０に排水される。
【００２０】
　次に、図２（Ａ），（Ｂ）を参照しつつ、洗浄トレイ２０を説明する。
【００２１】
　洗浄トレイ２０は、籠部２１と、蓋部２２と、籠部内に載置するピンセットやハサミ等
の医療器具を載置する耐熱性載置板２４とを備えている。
【００２２】
　籠部２１は平たい四角の箱状をしており、籠部２１の四方の側面と底面には、多数の給
排水用の孔２１ｂが形成され、散水ヘッド３３ａ～３３ｃから供給される水道水等が孔２
１ｂを通過して、次に説明する耐熱性載置板４に載置された医療器具を洗浄し、洗浄後に
排水する。また、籠部２１の左右側面には前述の支軸２３ａ，２３ｂが固定されている。
【００２３】
　籠部２１と蓋部２２とは、図示省略の施錠手段によりロックされ、医療器具の脱落・落
下・位置ズレを防止する。
【００２４】
　長方形をした蓋部２２は籠部２１と同材質からなり、ブリッジ２２ａが多数形成され、
ブリッジ２２ａとブリッジ２２ａの間には大小の三角形の孔２２ａが多数形成されている
。ブリッジ２２ａの表面全体にはブラシ状の弾力支持部２２ｃ（図２（Ａ）では図示省略
）が形成され、次に説明する耐熱性載置板２４上の医療器具が洗浄トレイ２０の回転中に
位置を乱さないように安定させる作用をする。
【００２５】
　籠部２１と蓋部２２とは、籠部２１と蓋部２２の左右端で、２個のヒンジ２３ｃ，２３
ｄにより開閉自在に連結されている。
【００２６】
　耐熱性載置板２４は、耐熱性フッ素樹脂やパーフロロエラストマー等の高耐熱性（２０
０°Ｃ以上）の合成樹脂で形成され、蓋部２２と同様にブリッジ２４ａと孔２４ｂとが多
数形成されている。パーフロロエラストマーは、分子的にフッ素樹脂に近く、優れた耐薬
品性および耐熱性を有し、かつゴムの弾性も備えている樹脂である。このブリッジ２４ａ
の上面側には、ブラシ状の耐熱性弾力支持部２４ｃが一面に形成されている。耐熱性弾力
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支持部２４ｃも、フッ素樹脂やパーフロロエラストマー等の高耐熱性（２００°Ｃ以上）
の合成樹脂で形成されている。
【００２７】
　そして、耐熱性載置板２４の耐熱性弾力支持部２４ｃの上に、洗浄対象物である医療器
具２５を載置した状態で籠部２１の収納部に耐熱性載置板２４を収納して蓋部２２をヒン
ジ２３ｃ，２３ｄを中心として回動させて蓋をし、図示省略のロック部により籠部２１と
蓋部２２とを固定する。この固定により、医療器具２５は弾力支持部２２ｃと耐熱性弾力
支持部２４ｃとにより挟持され、洗浄トレイ２０がトレイ回転部１０の内部で回転されて
も、医療器具２５の位置がズレすることがないように保持される。
【００２８】
　洗浄機ＳＫは、図３に示す洗浄装置ＳＪに収容されている。
【００２９】
　洗浄装置ＳＪは、下部に配置された第１の洗浄機ＳＫ１と、第１の洗浄機ＳＫ１の上部
に載置された第２の洗浄機ＳＫ２と、第１の洗浄機ＳＫ１および第２の洗浄機ＳＫ２を移
動自在に載置するキャスター５４付きの専用移動架台ＳＫ３とからなる。本実施形態の洗
浄機ＳＫ（図１、図２）は、第１の洗浄機ＳＫ１に収納されている。第１の洗浄機ＳＫ１
と第２の洗浄機ＳＫ２とは、互いに分離して使用することが可能であり、第１の洗浄機Ｓ
Ｋ１は卓上型の器具洗浄機としても使用することができる。なお、第２の洗浄機ＳＫ２に
は、眼科用ハンドピースなどの内部に貫通孔を有する医療器具を洗浄する洗浄機が内蔵さ
れていて、卓上型のハンドピース洗浄機としても使用することができるが、本明細書では
詳述しない。また、５３は、第２の洗浄機ＳＫ２で使用するフットスイッチであるが、こ
れについても、本明細書では詳述しない。
【００３０】
　図３および図４に示すように、第１の洗浄機ＳＫ１は直方体状の筐体５０の前面に左右
に開閉する扉５１が設けられ、扉５１を開いて医療器具２５を載置した耐熱性載置板２４
を収納する籠部２１に対する出し入れが行なわれる。
【００３１】
　扉５１の上方には、第１の洗浄機ＳＫ１を操作する操作部（パネルスイッチ）５２が配
設されている。操作部５２は、図４に示すように、第１の洗浄機ＳＫ１の電源スイッチ５
２ａと、洗浄と乾燥の両方を行う設定をする全自動スイッチ５２ｂと、洗浄のみを設定す
る洗浄単独スイッチ５２ｃと、乾燥のみを設定する乾燥単独スイッチ５２ｄとを備えてい
る。
【００３２】
　次に、図５のフローチャートを参照しつつ、第１の洗浄機ＳＫ１（洗浄機ＳＫ）の動作
を説明する。この動作は、洗浄および乾燥の両方を全自動で行う場合である。
【００３３】
　先ず、洗浄対象物である医療器具２５を耐熱性載置板２４に載せた状態で、洗浄トレイ
１０の籠部２１に収納し（ステップＳ１）、その洗浄トレイ１０を洗浄機ＳＫにセットす
る（ステップＳ２）。
【００３４】
　次いで、電源スイッチ５２ａをОＮにし（ステップＳ３）、全自動スイッチ５２ｂをО
Ｎにすると（ステップＳ４）、図示省略の制御部による制御の下（以下同様）、洗浄液供
給部３４から洗浄液が供給され、高圧給水部３１から供給される水道水と混ぜ合わされた
混合水の状態で、１分間だけ回転中の洗浄トレイ１０に噴霧する（ステップＳ５）。この
噴霧により洗浄トレイ１０の内部の医療器具２５には、十分に洗浄液が降りかけられる。
【００３５】
　次いで、噴霧ヘッド３３ａ～３３ｃから高圧霧状の水道水が回転中の洗浄トレイ１０に
１分間だけ噴霧され、洗浄トレイ２０および医療器具２５の洗浄が行われる（ステップＳ
６）。
【００３６】
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　次いで、水道水の高圧給水部３１の動作から高圧エアーブロー部３５の動作に切替えら
れ、高圧エアーブローにより洗浄トレイ１０およびその内部の医療器具２５に付着した水
分が吹き飛ばされる。この水分の吹き飛ばしは１分間・１回転の間だけ、行われる（ステ
ップＳ７）。その後、洗浄トレイ１０を洗浄機ＳＫから取り外し（ステップＳ８）、更に
洗浄済みの医療器具２５を耐熱性載置板２４ごと洗浄トレイ１０から取り出す（ステップ
Ｓ９）。これにより、一連の「洗浄」と「乾燥」の全自動工程が終了し、耐熱性載置板２
４ごと取り出された医療器具２５を、オートクレーブ等の滅菌・消毒装置にそのままセッ
トすることができる。
【００３７】
　なお、「洗浄のみ」の場合には、ステップＳ４で全自動スイッチ５２ｂの代わりに洗浄
単独スイッチ５２ｃをОＮにすると、ステップＳ５とＳ６は行われるが、ステップＳ７の
「高圧エアーブロー」が行われず、以下ステップＳ８、Ｓ９の工程が行われ、「洗浄のみ
」の工程が終了する。
【００３８】
　また、「乾燥のみ」の場合には、ステップＳ４で全自動スイッチ５２ｂの代わりに乾燥
単独スイッチ５２ｄをОＮにすると、ステップＳ５とＳ６が省かれ、以下ステップＳ７～
ステップＳ９の工程が行われ、「乾燥のみ」の工程が終了する。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
本発明は、洗浄対象物として医療器具ばかりでなく、生物器具、薬学器具、半導体器具等
に一般的に広く利用することができる。
【符号の説明】
【００４０】
　ＳＪ　洗浄装置
　ＳＫ　洗浄機
　ＳＫ１　第１の洗浄機
　ＳＫ２　第２の洗浄機
　ＳＫ３　専用移動架台
　１０　トレイ回転部
　２０　洗浄トレイ
　２１　籠部
　２１ｂ　孔
　２２　蓋部
　２２ａ　ブリッジ
　２２ｂ　孔
　２２ｃ　弾性支持部
　２３ａ，２３ｂ　支軸
　２３ｃ，２３ｄ　ヒンジ
　２４　耐熱性載置板
　２４ａ　ブリッジ
　２４ｂ　孔
　２４ｃ　耐熱性弾力支持部
　２５　医療器具
　３１　高圧給水部
　３３ａ～３３ｃ　噴霧ヘッド
　３４　洗浄液供給部
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