
製薬用アイソレータの除菌洗浄について 

a) アイソレータの除菌洗浄用ワイパー及びモップについて 

アイソレータの除菌洗浄に関する文献の多くは、発塵性の低い生地を使

用した用具が必要である、と述べています。しかし、どの生地が最適で

あるかについては、あまり言及されていません。ワイパーまたはモップ

生地より発生する糸くずは、生地表面に結束していない繊維や除菌洗浄

作業中に引き剥がされてしまった繊維に由来するものです。適切な生地

を使用していない場合、併用される除菌洗浄剤が発塵や糸くずの発生を

増長する結果となってしまいます。 

 

アイソレータの除菌洗浄用ワイパーやモップは、多様な素材から生成す

る事が可能です。これらには、綿、レーヨン、セルロース系等の自然繊

維の他に、ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン、発泡体等の合成

繊維や、ポリエステル／セルロースの組み合わせのようなブレンド素材

があります。この中で、製薬向けアイソレータの除菌洗浄の際に求めら

れる必要不可欠な清浄度、低いパーティクル及びファイバー発生量、低

エンドトキシンレベル、低溶出性残渣量、耐久性、耐薬品性を全て兼ね

揃えた素材は、ポリエステル製ニットのみとなります。加えて、ポリエ

ステル製ニットは、その構造安定性を損なわずにオートクレーブもしく

はガンマ線照射にて10-6 のSALに達する滅菌が可能です。パーティク

ルはバクテリアのキャリアとなる傾向があることは周知されており、

よってポリエステル製ニットの放出性パーティクル及びファイバーの低

発生量は、無菌性が必要となる工程では欠かせない性能となります。 

 

簡潔に述べると、ポリエステル製

ニットからなるワイパー及びモッ

プカバーは、除菌洗浄作業の際に

アイソレータを汚染する恐れがあ

りません。つきましては、この生

地こそが、糸くずの放出や発塵性

の低い素材として最適となりま

す。その他の生地について同様に

奨励する事は出来かねます。 
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I 概要 

II 製薬向けアイソレータの除菌洗浄 

製薬用アイソレータの除菌洗浄について 

製剤施設内での製薬用アイソレータは、下記の作業用途

で使用されています。 

(i) 無菌充填作業 

(ii) 無菌性試験 

(iii) 細胞培養 

(iv) 精製作業 

 

製薬向けアイソレータは、製造品を周辺環境（アイソ

レータ外）の汚染要素から物理的に隔離する事を可能に

し、製造施設内で最もクリーンな区域となっています。

空気中の微粒子レベルで言えば、これらのアイソレータ

はグレードA（ISOクラス 5）に分類される清浄度環境

とされており、また各工程に適した10-3から10-6のSAL

（Sterility Assurance Level：無菌性保証レベル）が維

持されるべき機器です。 

 

本資料、ITW Texwipeテクニカルノートは、用具の選

定、除菌洗浄の手順やプロトコル、効果的な除菌洗浄を

行う為の詳細ガイドラインを含めた、製薬向けアイソ

レータの除菌洗浄に関する手引きとなります。 

製薬用アイソレータ 

ポリエステル製ニット生地の顕微鏡写真 



滅菌済みポリエステル製ニットワイパーは、製剤工程上での流出液の

クリーンアップ、グローブの清拭（その際は滅菌済み70％エタノール
1を浸潤させたワイパーを使用）、また清潔な作業エリア確保の為に

使用されます。ワイパーは以下の溶液と併用する事ができます 

(i) アイソレータ洗浄用の洗剤 

(ii) 洗剤残渣を除去するための滅菌済みWFI、DIW、70％エタノール 

(iii) アイソレータ除菌用の除菌剤 

(iv) 除菌剤残渣を除去するための滅菌済みWFI、DIW、70％エタノール 

 

尚、上記の作業には、70％エタノールを予め含浸したプレウェット・

タイプの滅菌済みワイパーも使用可能です。 

 

b) 頻度 

Good Contamination Control Practice（医薬品汚染管理基準）を視

野に入れるのであれば、製造キャンペーン2終了時（除菌を含む作業

で、以下ポスト・クリーニングとする）、及び次回キャンペーン開始

時（除菌含む作業で、以下プレ・クリーニングとする）に、アイソ

レータ並びに物品取込み用機器等の関連装置の除菌洗浄を行うべきで

す。これによって交差汚染を防ぐことが出来ます。尚、ポスト・ク

リーニング後にアイソレータが開放されておらず、また、次の製造

キャンペーンがほぼ間隔を空けず（一時間後など）に行われる場合

は、プレ・クリーニングが省略される事もあります。その際のアイソ

レータの立ち上げ準備は、滅菌済み70％エタノールを滅菌済みワイ

パーやモップに使用し、機器の内部表面を清拭する事で相応と考えら

れます。除菌洗浄を行う頻度や手順に関しては、品質責任者の判断に

委ねられます。 

 

c) 除菌洗浄の詳細 

アイソレータの除菌洗浄は通常はクローズ状態で行われる為、アイソ

レータの無菌性を維持するにあたり、除菌洗浄用の滅菌済み用具 - ド

ライ・ワイパー、プレウェット・ワイパー、モップ、除菌洗浄剤、

水、70％エタノール等 - は適切な取込み用機器を通して装置内に取

り入れる必要があります。尚、仮に現場のSOP（標準作業手順書）

が、アイソレータをオープン状態にして除菌洗浄を行うよう示してい

ても、アイソレータ内に取込んでのin situクリーニングにも活用でき

るよう、滅菌済みのドライ・ワイパー及びプレウェット・ワイパーの

使用を推奨致します。未滅菌と滅菌済みワイパーの混同や混乱を回避

でき、またワイパーをアイソレータ内に取込む際の滅菌処理作業の手

間を省略する事ができます。 

 

除菌洗浄作業の一般的な流れは、洗浄・すすぎ後に除菌を行い、再度

すすぎ作業をします。その後、必要とあればガス滅菌と洗浄バリデー

ションを行います。補足として、アイソレータ取込み用器具内に移動

した固体物品表面の清拭にもワイパーを利用できます。この作業に

よって、除菌や芽胞駆除処理に影響を及ぼす表面の汚染要素を取り除

く事ができます。 

(i) 洗浄 

各製造ランが適切な清浄度環境で行われる事が保証される

よう、前製造ランで発生したアイソレータ内の残渣や汚れ

を洗浄する必要があります。 

 

これらの汚染物質が除去されないままであると、後工程で

使う除菌剤を必要以上に消費する事になり、更にはその効

果が低減してしまいます。 

 

一般的にこの洗浄用途には、アイソレータ・クリーニング

ツールと呼ばれる小型の平面用モップ（図1）や、ワイ

パー、スワブ、洗剤が主に使われます。洗剤の選定は、除

去対象の汚れの種類に基づきます。加えて洗剤の、洗浄対

象表面を濡らす湿潤作用、溶解作用、酸化作用、加水分解

作用、酵素反応、乳化作用、凝集防止作用、キレート形成

作用、鹸化作用、すすぎ性等の洗浄メカニズムに由来する

要素を考慮することも、正しい洗剤の選定には不可欠とな

ります。洗剤は、項目V「最適なクリーニング手順」で記さ

れた通りに対象表面に使用します - 四つ折りにしたワイ

パーを直線的なストロークで、且つ動線に重複部分を持た

せるように動かし、ストローク毎にワイパー面を変えなが

ら、清浄度の高い箇所から低い箇所に向かって対象表面を

拭取っていきます。ワイパーは手の届く範囲の表面に使用

し、それ以外の箇所はアイソレータ・クリーニングツール

を活用します。 

洗剤には、物質表面のバイオバーデン・レベルを低減する

利点もあり、後に続く除菌作業が多少容易になります。 

 

(ii) 洗浄後のすすぎ 

洗浄の際に使用した洗剤の残渣は、滅菌済み脱イオン水も

しくは滅菌済み70％エタノールを含んだワイパーやモップ

で除去します。このすすぎ作業によって、除菌剤が対象表

面に直接接触する事を可能にします。視認できる汚染物質

が取り除かれていれば、表面は清潔であると判断されま

す。また、最後に清拭を行ったワイパー面にも、視認でき

る残留物が付着していない事を確認して下さい。 

図1. 使用中のアイソレータ・クリーニングツール 
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(iii) 除菌 

洗浄時と同手順で行われますが、洗剤の代わりに液体除菌剤を

使用します。除菌剤には、フェノール類や第4級アンモニウム

化合物3（Quatとも呼ばれています）等が含まれます。エタ

ノールを混合した溶液にも除菌作用はありますが、芽胞には効

果がありません。芽胞除去効果が必要である場合、次亜塩素酸

ナトリウム（漂白剤）、過酢酸、過酸化水素等の液体殺菌剤が

除菌剤の代わりに使われる事もあります。これらの殺菌剤は、

物質表面を腐食する可能性があるため、断続的な使用に留めま

す。この作業の際にも、（i）で記された手順と同様に、アイソ

レータ・クリーニングツールやワイパーを使用します。 

 

(iv) 除菌後のすすぎ 

(ii)と同様の手順が繰り返されます。滅菌済みの脱イオン水あ

るいは70％エタノールを含んだアイソレータ・クリーニング

ツールやワイパーで、除菌剤の残渣を除去します。これ以降の

洗浄作業では除去が困難となる残渣の蓄積を回避でき、また作

業場表面への着色を防ぐことができます。 

 

(v) ガス滅菌 

除菌洗浄工程終了後、必要によっては蒸気化過酸化水素

（VHP：Vaporized Hydrogen Peroxide)等の適切な殺菌剤に

よって、アイソレータの滅菌を行います。 

 

(vi) 洗浄バリデーション 

（iv）の手順後、洗剤や除菌剤残渣が取り除かれている事を確

認するために、スワブを使用した対象表面のサンプリングを行

う場合があります。詳細については、ITW Texwipe社の洗浄

バリデーションに関する文献4（図2）及び「スワブ・サンプリ

ングの正しい手順」（次ページ図3）をご参照下さい。 

 

以上が「頻度」の事項で述べた「ポスト・クリーニング」を構

成する手順となります。プレ・クリーニングでも同様の手順を

行いますが、ポスト・クリーニング後に対象表面が汚染されて

いない状況であれば、除菌とすすぎ工程のみ、あるいは場合に

よってはガス滅菌を追加した作業のみでよいかもしれません。

状況に依らず、どのような除菌洗浄手順が必要であるかは、や

はり品質責任者の判断に委ねられます。 

図2. ITW Texwipe社の発行する洗浄バリデーションに関する文献 

 

1本資料で述べられている「エタノール溶液」とは、70％エタノール/30％水

（容量/容量）を意味し、また「水」はWFI（Water for Injection：注射用水）

あるいはDIW（Deionized Water：脱イオン水）を指します。エタノール溶液

をアイソレータ表面の洗浄、すすぎ、除菌の作業で使用する際は、アイソレー

タが、エタノールの曝露に繰り返し耐え得る素材で構成されている事を事前に

ご確認下さい。 

 

2製造キャンペーンとは、複数の同種製品を同時に製造している期間の事を言い

ます。 

 

3フェノール類、あるいは第４級アンモニウム化合物を用いる場合は、必ずいず

れかを使用し、同時使用は絶対に避けて下さい。 

 

4K Miscioscio, “Choosing the Correct Swab for Cleaning Validation,” 

CleanRooms (Pharmaceutical Supplement), January 1997. 

H. Siegerman, M. Strauss and W. Hollands, “How to Succeed in the 

Search for Nothing: Effective Swabbing Techniques for Cleaning Valida-

tion,” Steril Technik, Volume 1, 2006. 
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図3. スワブ・サンプリングの正しい手順 

本文書は日本ジェネティクス㈱ウェブサイト（www.n-genetics.com)、及びwww.texwipe.comより入手可能です 
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III クリーニング作業の推奨製品 

クリーニング作業 推奨製品  

クローズ状態のアイソレー

タ内壁、天井、作業台の除

菌洗浄 

下記製品を1点以上ご使用下さい： 

1. アイソレータ・クリーニングツール 

・Mini AlphaMop™ Isolator Cleaning Tool（TX7101) 

・モップカバー（TX7114M） 

アイソレータ内部表面の除菌洗浄専用設計です。アイソレータ・ク

リーニングツール（TX7101）とモップカバー（TX7114M）を滅菌

し、アイソレータ内に取り込みます。項目IIに記されたように、

モップカバーを滅菌済みWFIやDIW、滅菌済み70％USP変性エタ

ノール/30％USP精製水スプレーボトル（TX3267）、洗剤、除菌洗

浄剤、液体殺菌剤等で濡らして使用します。 

 

2. 滅菌済みドライ・ワイパー 

・Vertex® Sterile High-Sorption Wipers（TX3042、TX3049） 

・Vertex® Sterile Microdenier Wipers（TX3052、TX3059） 

ガンマ線滅菌されたポリエステル製ニット・ワイパーです。1で記し

た溶液の中から清拭作業に適した種類を選び、ワイパーを濡らして

使用します。 

 

3. 滅菌済みプレウェット・ワイパー 

・Sterile Vertex® Pre-wetted Wiper（TX3044P）  

ろ過滅菌済み70％USP変性エタノール/30％USP精製水を含浸した

ガンマ線滅菌済みポリエステル製ニット・ワイパーです。 

 

4. 大型スワブ 

・Alpha® Swab（TX714A ） 

アイソレータの隅や手の届かない箇所等の洗浄に使用します。1で記

した溶液で湿らせても効果的です。 

 

アイソレータ使用中の流出

液処理 

滅菌済みドライ・ワイパー 

・Vertex® Sterile High-Sorption Wipers（TX3042、TX3049） 

・Vertex® Sterile Microdenier Wipers（TX3052、TX3059） 

流出した液体の吸水処理用です。 

 

滅菌済みプレウェットワイパー 

・Sterile Vertex® Pre-wetted Wiper（TX3044P）  

吸水処理後に、表面の汚染物質を除去します。 

物品取込み用アイソレータ

とメイン・アイソレータ間

の接続・接合箇所の清拭  

滅菌済みプレウェット・ワイパー 

・Sterile Vertex® Pre-wetted Wiper（TX3044P）  

取込み用アイソレータに物

品を入れる際の物品表面の

清拭 

滅菌済みプレウェット・ワイパー 

・Sterile Vertex® Pre-wetted Wiper（TX3044P）  

ア イ ソ レ ー タ の 洗 浄 バ リ

デーション 

TOC洗浄バリデーション・キット（TX3340） 

下記の表は、製薬用アイソレータに対して行われる除菌洗浄作業、及びそれらの作業において使用を推奨しておりますITW Texwipe

製品の一覧となります。 

滅菌済みエタノール 

スプレーボトル 

（TX3267） 

滅菌済みプレウェット・ワイパー 

Sterile Vertex® Pre-wetted Wiper（TX3044P） 

滅菌済みドライワイパー 

Vertex® Sterile High-Sorption Wipers

（TX3042、TX3049） 

Vertex® Sterile Microdenier Wipers

（TX3052、TX3059） 

大型スワブ Alpha® Swab（TX714A） 

TOC洗浄バリデーション・キット（TX3340 ） 
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超極細ポリエステル

繊維製モップカバー 

（TX7114M）  

アイソレータ・クリーニングツール  

Mini AlphaMop™ Isolator Cleaning Tool

（TX7101) 



IV 製品の詳細 

アイソレータ・クリーニングツール 

Mini AlphaMop™ Isolator Cleaning Tool（TX7101） 

製薬用アイソレータのクリー

ニングを円滑にできるようデ

ザインされています。モップヘッド部は薄く平らな形状

で、角は丸くなっており、更に全てがオートクレーブ滅菌

可能です。可動式の接合部は、手の届かない場所に使用するのに

便利です。またフォームパッド（交換式）によって、起伏のある

洗浄対象表面にもモップが密着します。TX7101は、片手で容易に

扱える30cmと46cm（12”と18”）の二種類のハンドルが付属され

ています。モップカバーの交換も簡単です - 使用中は外れにく

く、しかし交換時は容易に取り外せるよう設計されております。 

滅菌済み70％エタノールスプレーボトル – 473mL（TX3267） 

製造工程中の除菌洗浄作業または物質表面

から除菌洗浄剤残渣を除去する際、滅菌済

みドライ・ワイパーやモップカバーに滅菌

済み70％エタノールを吹き付けて使用した

い場合に適した製品です。またこのスプ

レーボトルは、製造工程中にグローブを除

菌する用途にも使用できます。 

滅菌済みドライ・ワイパー 

Vertex® Sterile High-Sorption & Microdenier Wipers 

Vertex®製法によるポリエステル製のニット・ワイパーです。10-6のSAL（Sterility Assurance Level：無

菌性保証レベル）に準拠するガンマ線照射にて滅菌されており、製薬用アイソレータの除菌洗浄時の使用

に推奨致します。また、製造工程中の流出液処理や清潔な作業場表面を確保するために、これらのワイ

パーは使用されています。滅菌済み70％エタノールで湿らせることで、物質表面の洗浄、また製造工程中

でのグローブの清拭にご使用頂けます。これらのワイパーは、下記の溶液と併用できます： 

(i) アイソレータ洗浄用の洗剤 

(ii) 洗剤残渣を除去するための滅菌済みWFI、DIW、70％エタノール 

(iii) アイソレータ除菌用の除菌剤 

(iv) 除菌剤残渣を除去するための滅菌済みWFI、DIW、70％エタノール 

Vertex® 

クリーンルーム内汚染の最大原因は、『人間』です。Vertex®は、

製造の開始から最終工程までISOクラス3クリーンルーム内での無

人・無接触による業界初の完全自動化製造法です。全製造工程中か

ら人の関与を取り除く事で、人による汚染のリスクを根本から取り

除き次世代レベルの清浄度が得られました。 

High-Sorption（高吸水性） 

柔軟な手触りに高い吸水性を兼ね揃えた、100％ポリエステル製ダブル・ニット構造の滅菌済み高吸水性ドライワイパーです。 

Cat. No 製品名 包装 （三重袋包装） 詳細 

TX3042 Vertex® Sterile High-Sorption Wipers 20枚/内袋 x 5内袋 x 5/箱＝500枚/箱 30cm x 30cm、エッジシール処理 

TX3049 Vertex® Sterile High-Sorption Wipers 20枚/内袋 x 5内袋 x 5/箱＝500枚/箱 23cm x 23cm、エッジシール処理 

Microdenier（マイクロデニール） 

100％超極細ポリエステル繊維製滅菌済みドライ・ワイパーです。マイクロデニールの糸束は、通常のポリエステル製ワイパーに比べ、4倍の繊維数と2倍の表面積を

持っています。これによって、ワイパー効率の向上と共に、ユニークな特徴の一つであるソフトな手触りを実現しています。 

Cat. No 製品名 包装 （三重袋包装） 詳細 

TX3052 Vertex® Sterile Microdenier Wipers 20枚/内袋 x 5内袋 x 5/箱＝500枚/箱 30cm x 30cm、エッジシール処理 

TX3059 Vertex® Sterile Microdenier Wipers 20枚/内袋 x 5内袋 x 5/箱＝500枚/箱 23cm x 23cm、エッジシール処理 

アイソレータ・クリーニングツール 

Cat. No 製品名 詳細 包装 

TX7101 
Mini AlphaMop™ 

Isolator Cleaning Tool 

付属品： 

・モップカバー・スターターパック x 1式

（TX7114M x 6枚、TX3264 x 5枚） 

・ポリエステル製フォーム・パッド x 1枚 

モップヘッド：1式/箱 

ハンドル：2本 

（30cmと46cm） 

Mini AlphaMop™交換用モップカバー 

Cat. No 製品名 詳細 包装 

TX7144M 

Microdenier  

Mini AlphaMop™ 

Replacement Covers 

100％超極細ポリエステル繊維製 

未滅菌ドライ・モップカバー 

モップカバー： 

25枚/袋 x 6袋/箱＝150枚/箱 

TX3264 
Sterile Mini AlphaMop™ 

Covers 

ポリエステル製滅菌済み 

ドライ・モップカバー 

モップカバー： 

5枚/袋 x 25袋/箱＝125枚/箱 

フォームパッド： 

1枚/袋 x 25袋/箱＝25枚/箱 
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滅菌済みプレウェット・ワイパー（70％エタノール含浸）  

Sterile Vertex® Pre-Wetted Wipers（TX3044P) 

下記の滅菌済みVertex®プレウェット・ワイパーは、洗浄済みポリエステル製ニットです。0.2µm

フィルターにてろ過滅菌した70％エタノールを含浸しており、最後に10-6のSAL（無菌性保証レベ

ル）準拠のガンマ線照射滅菌されています。すでに最適量のアルコールが含浸されている為、アイソ

レータ内で滅菌済み70％エタノールを使用する必要がなく、製造工程中の流出液処理やグローブの清

拭を行う事ができます。またこれらのワイパーは、除菌洗浄剤の残渣の除去にも利用でき、製造直前

に物質表面を洗浄する用途にも使えます。 

洗浄バリデーション用スワブ 

手の届かない場所、隙間、入り込んだ箇所、アイソレータの隅等のク

リーニングに適しています。また、視認できる残留物が残っていない

事の再確認の為の、最終サンプリング用にもご使用頂けます。 

 

【TOCサンプリング用スワブ】 

TOC＜50μg/L（50ｐｐｂ）が保証されており、有機汚染物残渣（除菌

洗浄剤や残留ディタージェント等）の効率的な収集（Sampling）及び

溶媒回収(Recovery)に適しています。 

 

【HPLC及びIMS用スワブ】 

独自の溶媒洗浄を行っており、230nm近辺（220nm~240nm）でUV

吸収を持つ溶出物を低減する事でより正確な化学分析を行える様に

バックグラウンドの干渉を抑えてあります。 

TOC洗浄バリデーション・キット（TX3340/TX3342 ） 

洗浄バリデーション用のサンプリングを簡素化できます。 キットには、40

ｍL透明ガラスバイアル（＜10ppb TOCレベルを保証）、大型スワブ

TX714K（＜50ppb TOCレベルを保証、折り取り式）、ラベルが含まれてい

ます。 スワブは、幅広い場所や平らな表面をサンプリングできる様に大き

なヘッドを持っています。 スワブヘッドを僅かな操作でサンプリングバイ

アルに入れられる様にハンドルは折る事ができます。 キットは、サンプル

汚染を最小限に抑え、生産現場からラボへの効率的な輸送のためにクリーン

ルーム対応のポリプロピレン製ボックスに包装されています。Sievers製モ

デル800/900、Anatel製ANATOC™、Teledyne製Tekmar、Ol Analytical製

モデル1010、島津製TOC-Vシリーズ™等のTOCアナライザーで使用するこ

とができます。 
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Pre-Wetted Wipers （プレウェット・ワイパー） 

USPグレード変性エチルアルコール：ほぼ全てのアプリケーションでの使用に適した溶液量を含浸 

Cat. No 製品名 詳細 包装 （三重袋包装） 

TX3044P 
Sterile Vertex® 

（滅菌済みヴァーテックス） 

70％USPグレード変性エチルアルコール/30％USP精製水を含浸 

30cm x 30cm、エッジシール処理 

（イソプロピルアルコール（IPA）が添加されていますが、５％以下のため労働

安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則で規定する有機溶剤等には該当しません。） 

5リクローザブル・バッグ/箱 

（25枚/リクローザブル・バッグ） 

洗浄バリデーション用スワブ（TOC分析用） 

Cat. No 製品名 詳細 包装 

TX714K 

Low TOC 

Alpha Sampling Swab 

（SnapSwab) 

洗浄済みTOCサンプリング用スワブ（キット付属純正品） 

TOCレベル：＜50µg/L（＜50ppb） 

パドルヘッド材質：二層構造ポリエステル製ニット、ヘッド寸法：12.7（W) x 25.7（L） x 4.2（T）mm、スワブ全長：12.7cm 

1000本/箱 

TX716K 

Low TOC 

Alpha Sampling Swab 

（with Long Handle) 

洗浄済みTOCサンプリング用スワブ 

TOCレベル：＜50µg/L（＜50ppb） 

パドルヘッド材質：二層構造ポリエステル製ニット、ヘッド寸法：6.8（W) x 16.8（L） x 2.8（T）mm、スワブ全長：16.2cm 

1000本/箱 

洗浄バリデーション用スワブ（HPLC/IMS/UV-vis分析用） 

Cat. No 製品名 詳細 包装 

TX715 Alpha Sampling Swab 

低バックグラウンド洗浄バリデーション用スワブ 

溶媒洗浄済み 

パドルヘッド材質：二層構造ポリエステル製ニット、ヘッド寸法：12.7（W) x 25.7（L） x 4.2（T）mm、スワブ全長：12.7cm 

1000本/箱 

TX716 
Large Absorbond 

 Sampling Swab 

低バックグラウンド洗浄バリデーション用スワブ 

パドルヘッド材質：二層構造の水流交絡ポリエステル製不織布、ヘッド寸法：12.7（W) x 25.7（L） x 4.2（T）mm、 

スワブ全長：12.7cm 

1000本/箱 

TX3340 TX3342 

TOC洗浄バリデーション・キット 

Cat. No 製品名 詳細 包装 

TX3340 TOC洗浄バリデーション・キット 1キット：バイアル×12本、スワブ(TX714K)×24本、ラベル×12枚 18キット/箱 

TX3342 TOC洗浄バリデーション・バルクキット 1キット：バイアル×72本、スワブ(TX714K)×144本、ラベル×72枚 １キット/箱 



TXD-005 
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V 最適なクリーニング手順 

製薬用アイソレータ等の隔離筐体の効果的クリーニングの為には、特殊な手順を要します。この作業は「critical cleaning（高清浄度ク

リーニング）」などと呼ばれています。家庭内のキッチンを掃除する時のような日常的、あるいは粗放とも呼べる清拭方法とは異なる

為、感覚的には違和感を覚えるかもしれません。キッチンカウンターの汚れやこぼしてしまった液体を処理する際は、使い古された雑巾

（あまり頻繁に取り換えられていないものが多い）で円を描くような動

作で拭取りを行う事が良く見られますが、これは隔離筐体等に対して行

うべきではありません。用具の素材も拭取り動作も、アイソレータや安

全キャビネットに対して行うには不適切です。前述の拭取り方法でキッ

チンカウンターは綺麗に（実際に、食卓として使えるほど清潔に5）見え

るかもしれませんが、それであっても隔離筐体の清浄度基準には程遠い

のです。 

 

ワイパーによる清拭（ワイピング）は、生地を物質表面と密に接触させ

る為、強い力をかけてバイオバーデン等の汚染物質を除去する事が可能

です。ワイピングはクリーンルーム内表面から汚染物質を除去する効果

的な作業として定着しており、長い歴史を持っています。但し、効果を

発揮する為には、ワイパーを正しく使用しなければなりません。下記の

表は、高清浄度クリーニング時のワイパー及びモップの使用に関する懸

念点と、それを解消するための推奨される作業方法及び説明を記したも

のです。この情報は「クリーンルーム用ワイパー使用ガイド」（図4）に

も要約されております。 

懸念点 推奨作業方法 説明 

対象表面の汚れの、効
果的な除去 

 
 
 

汚れを捕捉するワイパー素材を選定する。 
 

ワイパーを四つ折りにする。 
 
適切な洗剤あるいは洗浄剤を使用する。 

汚れが生地に捕捉し、ワイパーと共に廃棄されます。 
 

ワイパーと対象表面の密着度を向上します。 
 
洗浄対象であるアイソレータや安全キャビネットの構成素材を腐食し

ない洗浄剤である必要があります。 

洗浄済み表面の 
再汚染 

ファイバーの発生しない生地を選定する。 
 

 
清潔な箇所から汚れた箇所に向かって、直線的な
ストロークで、また動線が重複するよう、拭き取

りを行う。 
 
ワイパーを都度折り返し、ストローク毎に未使用

のワイパー面を使う。 

ワイパー生地由来のパーティクルやファイバーによる、清拭箇所の汚
染を防ぎます。 

 
直立表面は、上から下へ向かって拭取りを行います。円を描くような
ワイピングは、すでに拭取りを行った箇所の再汚染を招きます。 

 
前ストロークで捕捉した汚染物質を対象表面に再付着させてしまうこ
とを防ぎます。 

除菌洗浄剤による 
残渣の沈着 

脱イオン水あるいは70％エタノール溶液でワイ
パーを濡らし、残渣を除去する。 

対象表面の除菌を保証し、また見栄えを悪くする腐食性残渣の沈着を
防ぎます 。 

洗浄効果 洗浄後、視認できる汚染物質が無い事を確認す
る。 

対象表面に、斜角から高光度照明を当てる事で、除去しきれていない
汚れを確認できます。 

対象表面と最後に接触していたワイパー面を観察し、視認できる汚染
物質が無い事を確認します。 

ワイパー及びモップを使用した高清浄度クリーニング 

5キッチンカウンターの清浄度よりも、環境のバクテリアに対する発達した人体の免疫機能が大いに関係しています。 

図4. クリーンルーム用ワイパー使用ガイド 

本文書は日本ジェネティクス㈱ウェブサイト（www.n-genetics.com)、及び

www.texwipe.comより入手可能です 


