日常業務にひそむリスクとその対策
独立行政法人
労働者健康安全機構

関西労災病院

抗がん剤曝露対策のため閉鎖式接続器具を導入する医療機関が増えている
が，その使用方法を誤ると思わぬトラブルが発生することがある．関西労災
病院では，閉鎖式接続器具の導入にあたり，適正使用などについて体験型研
修を行った．その内容や効果などについて紹介する．

抗がん剤投与時の曝露対策として
操作が単純な閉鎖式接続器具を導入
近年，抗がん剤曝露対策の普及活動が
進んでいる．
医療安全全国共同行動では，行動目標

しかし，わが国では現在のところ曝露

いう．そして 2017 年 4 〜 5 月に，外来化

対策に関する法的規制はなく，各医療機

学療法室で 2 種類の閉鎖式接続器具を試

関に実際の対策が委ねられていることか

用することとした．

Wとして「医療従事者を健康被害からま

ら，閉鎖式接続器具を使用するといった，

「そのころから医療安全管理者にコスト

もる：抗がん剤曝露のない職場環境を実

各医療機関での抗がん剤曝露対策が急が

の調整などを行ってもらい，その後，試

現する」が 2015 年に追加された．米国の

れている．

用評価を行いました．その結果，2017 年

薬局方にあたるUSP 800 では，2016 年 2
月に「抗がん剤の調製では閉鎖式接続器
具を使用すべき
（should）
．投与時には閉
鎖式接続器具を使用しなければならない
（must）
」と明記された
（ 2019 年 12 月か

9 月にテルモのケモセーフロックを導入

リスクの高い調製時のみではなく
投与時の曝露対策にも注力
関西労災病院では，以前から薬剤部で
行われる揮発性の高い抗がん剤の調製時

ら発効）
．
また，2015 年に発刊された
「がん薬物療

には閉鎖式接続器具を使用していたが，

法における曝露対策合同ガイドライン」

投与時の曝露対策はスタッフ教育をメイ

では，曝露予防対策の前提として「ヒエラ

ンに対応していた．

＊

ルキーコントロール」という考え方を紹介

がん化学療法看護認定看護師の弘岡貴

している．これによると，最も効果が高い

子さんは，
「投与時の閉鎖式接続器具がさ

対策は「除去・置換」だが，現在の医療で

まざまなメーカーから販売され，使用事

は抗がん剤の毒性を除去・置換すること

例のデータも出てきたので，当院でも投

は現実的ではない．したがって，次に効

与時の曝露対策に取り組むべきだと考え

果が高い「エンジニアリングコントロー

ました」と言う．

ル」が重要となり，これに当たるものが安

そこで弘岡さんは薬剤部に相談したと

全キャビネットや閉鎖式接続器具などの

ころ，調製時の閉鎖式接続器具との整合

安全な器具の使用である．

性などを検討してもらうことができたと

することに決定しました」
ケモセーフロックに決定した理由は，
①抗がん剤バッグの瓶針の抜き刺しによ
るスピル
（こぼれ）
防止になった
②バッグスパイクとコネクターが比較的
コンパクトで，操作が単純で接続が容
易だった
からだという．

がん化学療法看護認定
看 護 師の 弘 岡 貴 子さ
ん．
「投与時の曝露対策
はスタッフ教育をメイン
に行っていましたが，よ
り安全を確保するため
に閉 鎖 式 接 続 器 具の
導入を検討しました」

＊日本がん看護学会，日本臨床腫瘍学会，日本臨床腫瘍薬学会編：がん薬物療法における曝露対策合同ガイドライン 2015 年版．
金原出版，2015．
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医療安全管理者の川上
雅美さん．
「 薬剤によっ
てルートをチョイスす
るのは業務が煩雑化す
るとともに誤薬事故の
リスクが高いので，す
べての抗がん剤を使用
の対象としました」

北 9 階病棟看護師長の
中村知美さん．
「若いス
タッフが多くこれから
妊娠・出産を迎える看
護師も少なくないので，
曝露のリスクが低く操
作が単純なケモセーフ
ロックは安心です」

薬剤部主任薬剤師の南
原誠さん．
「閉鎖式接続
器具の正しい使用方法
を習得するために，看
護師が実際に器具やラ
インなどを接続して体
験するトレーニングは
効果的だと思います」

講義し，テルモの担当者に適正使用につ

薬剤部主任薬剤師の南原誠さんは，
「閉

がん化学療法を行う 7 病棟で
体験学習型トレーニングを開催

いてデモンストレーションしてもらいま

鎖式接続器具の使用方法を間違わなけれ

した」と言う．

ば抗がん剤に曝露する可能性はかなり低

病棟スタッフの体験学習型トレーニン

いので，適正使用が重要となります．ケ

ケモセーフロックの採用が決定後，
「揮

グは，がん化学療法を行う頻度が最も高

モセーフロックはミスを起こしにくい構

発性の高い薬剤だけにするのか」
「分子標

い北 9 階病棟から始め，血液内科，消化

造になっていますが，正しい使用方法を

的薬は除くのか」といった，どの薬剤で

器内科，泌尿器科などの 7 病棟を対象と

習得するために，今回の体験型のトレー

使用するかを検討した．その結果，
「若い

した．自らの病棟のトレーニング開催時

ニングは有効だと思います」と言う．

スタッフが多いので，薬剤によってルー

に勤務が合わないスタッフは，他の病棟

トをチョイスするのは誤薬事故のリスク

のトレーニングに参加できるように設定

「当病棟は，消化器外科と乳腺外科の化学

が高い」という医療安全管理者の意見を

し，7 病棟のスタッフ全員が参加できる

療法が年間1,500 〜 1,700 件とかなり多い

尊重し，すべての抗がん剤にケモセーフ

よう調整した．

ので，すべての抗がん剤投与時に閉鎖式

ロックを使用することにした．

北 9 階病棟看護師長の中村知美さんは，

「ケモセーフロックに加え輸液セットも

接続器具を使用できるのは私たちスタッ

医療安全管理者の川上雅美さんは，
「今

準備してもらえるので，実際に触ってト

フにとっては安心です．とくに当病棟は

年 3 月から外来化学療法室と北 9 階病棟

レーニングでき効果的です．ケモセーフ

若いスタッフが多く，これから妊娠・出産

で使用を開始しました．その他の病棟は

ロックは接続時にカチッと音がするので

を迎える看護師も少なくないこともあり，

順次，体験学習型のトレーニングを行い，

確実に接続できたことがわかりやすい，

操作が簡単で接続が容易なケモセーフ

5 月中に終了しました．がん化学療法看

操作が簡単とスタッフにも好評です」と

ロックなら安心してみていられます」
と話

護認定看護師が曝露対策の重要性などを

川上さんは言う．

した．

●関西労災病院の抗がん剤個人防護具

今後のサンプリングシート法による環境調査結果により見直される予定

調製時

投与時

薬剤部
閉鎖式薬物
輸送システム
（CSTD）

病棟

外来

イホスファミド，シクロホスファミド水
和物，テモゾロミド，ベンダムスチン すべてに使用
塩酸塩

すべてに使用

サージカルマスク
（フィットチェック）

サージカルマスク
（フィットチェック）

排泄物，体液やそれらで汚染
されたリネン類の取り扱い時

抗がん剤がこぼれ
た時
（スピル時）

全部署

全部署

─

─

サージカルマスク
（フィットチェック）

マスク

サージカルマスク
（フィットチェック）

ガウン

サージカルガウン
（ガウンレベル 3※）

ポリエチレンエプロン ポリエチレンエプロン ポリエチレンエプロン

長袖ガウン

手袋

ニトリル手袋 2 枚

ニトリル手袋 1枚

ニトリル手袋 1枚

プラスチック手袋 1枚

ニトリル手袋 2 枚

なし

なし

なし

飛散する可能性があれば使用

使用

使用

なし

なし

飛散する可能性があれば使用

使用

なし

なし

なし

飛散する可能性があれば使用

使用

保護メガネ
（ゴーグル）
ヘアキャップ
靴カバー

※ガウンレベル 3：スプレー衝撃撥水テストで透過した液体の重量が 1.0g以下，静圧水中撥水テストで 50cm以上
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関西労災病院が導入したケモセーフ
ロックTM

13 のベッドと 7 つのリクライニングチェアを備えた
外来化学療法室

院内認定「抗がん剤IV
ナース」のピンバッジ

病棟スタッフの体験学習型トレーニング．実際にケモセーフロックに触り，
正しい使用方法を学ぶことができる

いてのマニュアルを整備していきたいと

リーズ」など，さまざまなシステムを提

今後の課題は
環境調査と教育の継続

思います」と言う．川上さんと中村さん

供している．また，医療機器の適正使用

も，
「若いスタッフが多く化学療法を実施

をはかるため，医療機関の要望などに応

しない病棟からの異動もあるので，業務

じてアレンジ可能なT-PAS研修＊＊の提

同院は「抗がん剤IVナース」という認

の煩雑さのために曝露対策を怠らないよ

案，実施も行っている．

定制度を設けている．病棟看護師が外来

う，自らの身を守るための教育を継続し

化学療法室で研修を受けることで，病棟

ていきたいと思います」と話した．

で抗がん剤のルートをとることができる

南原さんは，
「現在，調製時に閉鎖式接

スキルをもった看護師で，現在 35 人が認

続器具を使用しているのは揮発性の高い

定されているという．リンクナースの役

薬剤中心ですが，今後はすべての薬剤で

割を担う中堅が少ないため，院内認定を

閉鎖式接続器具を使用したいと思います」

受けた抗がん剤IVナースが中心となっ

と言う．

て，病棟の抗がん剤投与時の曝露対策が
周知されることも期待している．
今後の課題について弘岡さんは，
「どの

◆
今回，関西労災病院が導入した「ケモ
セーフロック」を販売するテルモでは，

場所でどれくらいの抗がん剤に汚染され

輸液投与の安全性に配慮した「スマート

ているのかなど，サンプリングシート法

インフュージョンシステム」や，クロー

によって環境を調査し，個人防護具につ

ズド輸液システム「シュアプラグADシ

独立行政法人労働者健康安全機構

関西労災病院

〒 660-8511 尼崎市稲葉荘 3-1-69
https://www.kansaih.johas.go.jp
日本医療機能評価機構認定病院，がん診療連携
拠点病院，地域医療支援病院，難病の患者に対
する医療等に関する指定医療機関

＊＊T-PAS研修：テルモの汎用医療機器（シリンジや輸液セットなど）による事故を防ぐために，添付文書に記載された注意事項のうち，
発生する頻度や危険度が高いものを体験して理解する教育プログラム．詳細については，テルモ株式会社にお問い合わせください．
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