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〔はじめに〕
現在、消化器内視鏡分野で従事し活躍する臨床工学技士（以下ＣＥ）
、臨床検査技師（以下検査技師）はここ
数年増加傾向にあるがいまだ業務として確立されていない。当院では、内視鏡検査介助・機器の点検管理を目
的とし常勤ＣＥ１名配属されている。さらに内視鏡検査介助・病理検体管理を目的に検査技師が１名配属され
ている。内視鏡業務に内視鏡技師や看護師以外の職種が配属されているが従事する業務指針は確立されていな
いのが現状である。当院では多職種により内視鏡センターが運営されチームとなる医療がおこなわれておりそ
の現状と業務内容について報告する。
〔目的〕
多職種による内視鏡業務を看護師業務と比較しその役割や業務分担について検討しＣＥや検査技師の多職種
介入の必要性を考える。
〔現状〕
当院は検査・治療件数は飛躍的に増加傾向にあり、昨年度の実績は EGD3784 件、CS1414 件、ERCP136 件であ
る。件数だけでなくＥＳＤなど難易度の高い処置治療件数も増加している。
内視鏡スタッフは医師５名、看護師２名、検査技師１名、ＣＥ1 名、事務員１名（内視鏡技師は３名）と多職
種での構成となっている。ＣＥや検査技師は検査・処置・治療における医師の介助や内視鏡機器の洗浄および
履歴管理・始業前点検・修理や夜間・休日の待機対応を行っている。職種によりＣＥは機器の確実な点検修理
を行い緊急時のトラブル対応をおこなっており故障やトラブルが確実に減少している。検査技師は内視鏡にお
ける検体の管理や組織の検体作成をおこなうことで的確な検体の保存や処理がおこなわれ検査部との対応がで
きている。
〔結語〕
ＣＥが参入したことによる消耗部品の交換を行うことで保守管理費用が削減された。比較的操作が難しいと
される超音波内視鏡・高周波電気メスの操作に関わり検査処置治療が円滑化されたこと。機器トラブル対応に
より業者対応時間の短縮で検査などの効率が向上した。検査技師は検体処理や保存がスムーズに対応ができ検
査部との連携もはかれ密接な関係ができた。看護師だけで対応していたさまざまな業務が多職種の関わりにお
いて軽減され各職種の業務に専念できてきたと考える。
〔展望〕
今後も医師・看護師ら他職種と効率よく連携により安全な検査処置治療が可能となり各職種の強みを生かし
より一層のチーム医療がおこなえると考える。各職種に専念できる環境が整備され今後の内視鏡室の変革を期
待する。
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【はじめに】
当院は病床数 44 床の地域医療に根差した消化器疾患の専門病院で、年間で上部 5,200 件、下部 3.000 件の内
視鏡検査を行っている。当院の大きな特徴として、
上部検査については予約制をとっていない事があげられる。
この予約制をとらないメリットとしては、有症状の患者を初め、定期検査や健診の二次検査を目的として来院
された患者に対して、絶食であれば当日に診察から検査、結果説明までを一日で行う事が出来る事である。こ
れは、検査まで患者が抱える精神的負担を軽減させる事にも繋がり、また、患者のライフスタイルに対応出来
る事であると考える。しかし、デメリットもあり、１日 20～30 件の予約制ではない上部検査を行いながら、予
定されている 10～20 件の即日ポリペクの可能性もある下部検査も平行して行っており、加えて緊急内視鏡の止
血処置等で時間を要す事も多々ある為、そこに必ず待ち時間が発生する事である。今回、この待ち時間の現状
に加え、看護部から報告された医療事故の分析を行い、当院のシステムとチーム医療の在り方について考察し
た。
【方法】
1.診察後から上部内視鏡検査実施までの待ち時間調査
2.2013 年度医療事故件数と分析
【結果】
1.2013 年度の待ち時間調査では、待ち時間は平均 91 分であり、最短 5 分から最長 205 分という結果だった。
この待ち時間の差は、検査を受ける患者数や緊急を要する患者の状況が影響を及ぼしている。対応するスタ
ッフの増員や高周波装置や処置具を増やす等のハード面での改善も図ったが、一年後の調査では平均 80 分と
いうわずかな時間の短縮が図れただけだった。待ち時間に対する不満対策として、当院は電光掲示板で順番
を表示し、患者が待ち時間を把握し自由に行動出来るようにしている。しかし、処置等の都合で順番が進ま
ない時にはどうしてもクレームが増える状況であった。そこで、絶食で待っている患者の気持ちを考慮し検
査前の飲水制限を緩和したところ、空腹や口渇のストレスが軽減された様で、明らかにクレームは減った。
2.平成 25 年度の医療事故件数は、年間 86 件起きており、検査数からみて約 1％に発生していた。事故内容は、
確認ミスが半分以上を占めており、どれも大事には至っていないが、検査指示の見落とし、抗血栓薬確認ミ
スなど内容は様々である。少ない件数ではあるが、鎮痙剤の誤注もあった。又、申し送りの不備等が要因と
されるスタッフ間連携ミスも数件報告されている。分析の結果、集中力が途切れやすい午後や多忙であるが
ゆえの焦りが、事故に強く関与している事も疑われた。事故対策として、チェック機構を増やした結果、時
間的余裕を無くしていくのも事実であり、新たな事故の誘因へと繋る事も考えられ対策に難渋している。し
かし、検査指示の見落としを防ぐため、指示棒や札といった視覚的に訴えるものを導入したり、申し送り事
項は文字で残す等の徹底を行い、事故防止に繋がる成果もあった。
【総括】
内視鏡看護に関するガイドラインに『チーム医療とは、内視鏡に携わる全てのスタッフが、患者の利益を中
心とする方針に基づき、問題に取り組み、質の高い安全な医療を提供する事』とある。予約制をとらないシス
テムは、この考え方の上、同じ目的を持ったチームでなければ決して成り立たないシステムである。事故の誘
因となりやすい現状、また深刻な待ち時間問題については、更なる改善を続けていく事が必要である。
『長い時
間待ったけど、ここに来て良かった』という患者の声を励みに、今後も当院にしかないチームワークを駆使し
て、問題解決に取り組んでいきたい。
【連絡先】〒593-8311 大阪府堺市西区上 653-1
TEL
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【はじめに】
近年当院内視鏡センターでは、従来の内視鏡検査や処置・手術件数の増加に加え、小腸・大腸カプセル内視
鏡の導入、高齢患者や鎮静剤使用者の増加によって量・質ともに負担が増し、機器管理もより複雑になってい
る。安全確保と効率化のため 2011 年より臨床工学技師（以下 CE）を配置、2013 年に洗浄業務の看護助手を 1
名導入したが、CE の専門性が十分発揮されていない現状である。現時点の問題点を明確にし、CE が専門性を発
揮できることを目的に検討した。
【方法】
対象：当センター看護師 7 名（含；内視鏡技師 3 名）、CE4 名。
調査方法：看護師、CE それぞれに質問紙調査を実施。調査で得られた回答内容を類似性に基づき分類、問題点
をカテゴリー化し分析した。
【質問紙の内容】
1）CE や看護助手の介入にあたり、専門性の発揮を実感できているか。
2）看護師・助手・CE 間で業務運用の円滑性。
3）CE 業務の両立や現状の不安、今後の期待。
4）内視鏡看護師の看護提供について。
【結果】
1．
「CE が内視鏡業務で専門性を発揮できているか」は、
「どちらとも言えない」25％、
「あまり感じない」75％。
「看護師が他職種の介入により看護に集中できる環境ができたか」は、
「感じる」14％、
「まあまあ感じる」72％、
「どちらともいえない」14％であった（図１）
。
2．問題点をカテゴリー化した結果（表１）。
回答の答えをサブカテゴリーとして抽出し、その内容から 5 つのカテゴリーに分類された。
①知識不足、②専門分野の見直し、③情報交換不足、④スタッフ育成環境の不備、⑤管理体制の不十分であっ
た。
【考察】
今回の結果から、看護師は CE や看護助手の介入により看護に集中したと実感しているのに対し、CE は専門
性の発揮を感じて業務に介入できていないと感じていることが明らかになった。問題点を視点に抽出された 5
つのカテゴリーから、現在 CE の専門性を発揮するために不足点や環境を整える方法を考察した。
『知識不足』
から、個々がスキル不足と実感していること、
『専門分野の見直し』『スタッフ育成環境の不備』からは教育体
制や業務範囲の見直しが必要であることがわかる。従来、看護師が行っていた内視鏡業務については当センタ
ーの教育チェックリストに基づいて指導されているが、CE の専門性を加味したものではない。また臨床工学技
士業務指針には内視鏡業務について記載はない。CE の専門性には機器の保守や点検等機器に関する事が主にな
るが、当院の現状として、CE が夜間休日の待機要員の一員であることやスタッフの異動や退職がある事から、
介助や処置にも携わる環境や教育の整備は必要となる。そのため、業務範囲の見直し、効率的効果的な教育プ
ログラムの構築が必要と考える。
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各職種が専門性の発揮を実感できているか

カテゴリー表
カテゴリー
①知識不足

サブカテゴリー
内視鏡機器の知識不足で、メーカーに任せる現状
患者介助への知識不足
患者対応に不安
患者対応に関する勉強不足
内視鏡の専門知識に乏しい
決められた業務以外に何をしたらよいかわからない

②専門分野の見直し

機器管理の介入不十分
内視鏡業務の習得のみで、 CE としての補項が不十分
内視鏡看護師がやっていたことを、そのまま引き継いでいる

③情報交換不足

業務の情報交換が密でない
患者情報収集に携わっていないため、対応が難しい

④スタッフ
育成環境の不備

人材育成のための、ダブり期間が少ない
スタッフの異動・退職によりフォローが多い
スタッフの入れ替わりが多く、スキル不足である
マンパワー不足
技術の習得に時間がかかるのに対し、教育体制が行き届かない
（図１
結果）
専門的知識を持った人材不足

⑤管理体制不十分

カプセル内視鏡等の導入により、幅広い対応が必要となった。
十分な看護が行えない
他科に応援にでることで

、集中が途切れる。

スタッフの采配が難しい

次に看護師と CE で専門性を発揮するという側面での意識の差があること、また『情報交換不足』からは、CE
と看護師間の職種の理解不足、情報共有する事への意識不足がわかる。そのため共通の価値観と目標をもつこ
とができず専門性の発揮につながらないと考えた。
以上のように、教育プログラム構築による、教育体制の強化。職種間の理解を深め情報共有するためのミー
ティングを設け継続することが、CE の専門性の発揮に導き安全で質の高い医療の提供につながると考える。
【結論】
1.CE の業務内容と当センターの特徴を捉えた、業務範囲の見直しと教育プログラムの構築が必要。
2.CE と看護師間の互いの理解を深め、情報交換・共有を密にすることが必要。
3.CE と看護師間のミーティング等を通した、意見交換を継続することが CE の専門性の発揮と安
全で質の高い医療の提供につながる。
【参考文献】
1)中川朋子：手術チーム医療における協働臨床工学技士、看護助手の役割を通して。日本手術医学会誌。2009;30 巻.P53.
2)多職種での効果的な役割分担と協働・連携。消化器看護。2013,12;P99～103.
3)臨床工学技士基本業務指針 2010。臨床工学合同調査会 2012，10．
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内視鏡センターにおける新任看護師教育の現状と評価
～内視鏡教育評価表を導入して～
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【背景】
当センターの第二外来は内視鏡センターと放射線科の業務を行っている。看護師の業務体制は日々のローテ
ーションでの勤務となっている。新たに配属された看護師（以下新任看護師）はほとんどの業務が経験したこ
とのない初めての事が多い。しかし、教育体制は十分と言い難く、新任看護師が検査・治療の介助・知識につ
いてどの程度、習得・熟知しているのか評価が曖昧なまま検査介助を実践していた。そのため、新任看護師教
育の構築を行うため、内視鏡教育評価表（以下評価表）（表 1）を作成、導入した。
【目的】
内視鏡教育評価表を導入後の、新任看護師教育の現状を把握し、評価することを目的とした。
【対象及び方法】
アンケート用紙を作成し、新任看護師 7 名と日替わり指導者 11 名に、半構造化面接を行った。会話は参加者
の承諾を得て、メモをとった（表 2，3）。
【倫理的配慮】
研究の趣旨、方法、匿名性の確保により不利益を破らないこと、自由意思による参加などの内容を説明した
上で同意を得た。
【結果】
臨床経験年数は、日替わり指導者約 14 年、新任看護師約 18.7 年、第二外来配属年数は、日替わり指導者約
3.8 年、新任看護師、約 4 か月だった。日替わり指導者として評価したことがある看護師は 11 名中、8 名だっ
た。新任看護師に対する評価表の活用の程度と活用できていない理由としては、評価表を必ず活用している 2
名、ほぼ活用している 3 名、時々活用している 2 名、全く活用していない 0 名だった。活用できていない理由
は、「新しい項目の時に忘れる」「他部署に行ったときに忘れる」「評価表の存在を忘れる」「評価者が忙し
そうなので声をかけにくい」などだった（図 1）。評価表の A/B/C/D の評価基準と各評価項目について分かり
やすかったか、の問いで、評価基準に対しては、新任看護師は、大変分かりやすい 3 名（43％）、分かりやす
い 2 名（29％）、少し分かりにくい 2 名（29％）、全く分からない 0 名で、日替わり指導者は、大変分かりや
すい 0 名、分かりやすい 9 名（82％）少し分かりにくい 2 名（18％）全く分からない 0 名だった。各評価項目
に対しては、新任看護師は、大変分かりやすい 4 名（57％）、分かりやすい 3 名（43％）少し分かりにくい 0
名、全く分からない 0 名だった。日替わり指導者は、大変分かりやすい 7 名（64％）、分かりやすい 4 名（36％）、
少し分かりにくい 0 名、全く分からない 0 名だった（図 2）。評価表の良い点は、「出来ている所、出来てい
ない所が明確。」「自分の振り返りになる。」「覚えないといけない所の抜けがなくなる。」など、多くの意
見が聞かれた。分からなかったこと、困った所は、「最初、活用方法が分からなかった。」「新任看護師が積
極的に評価表を持ってきてくれなくて困った。」との意見があった（図 3）。今後の新任看護師に対する、評
価表の必要性については新任看護師、日替わり指導者、共に全員が必要と答えた。プリセプターの必要性につ
いても、新任看護師 7 名（100％）、日替わり指導者 10 名（91％）が必要と答えた。プリセプターが必要な理
由は、「細かいフォローに繋がる。」「プリセプターとして、責任感が持てる。」「業務についての相談や再
確認をしたりできる」など多くの意見が聞かれた（図 4）。
【考察・結論】
評価表の各項目を細かく設定することで、実践一つひとつを具体的に評価でき、確実なスキルの習得と評価
ができる。また、評価表を活用し、プリセプター制を導入することで、新任看護師の知識や技術の把握、相談
などができ、新任看護師のみならず、プリセプター自身の成長にも繋がると考える。さらに、日替わり指導者
も振り返りの機会となる。内視鏡検査は、高度・複雑化し、習得しなければならない知識や技術が沢山ある。

表１

内視鏡教育評価表
内視鏡教育評価表／チェックリスト
目標：内視鏡検査業務の介助に付き、一人で対応することが出来る
氏名
（
プリセプター （

）
）

＊評価方法：日替わり指導者の評価が「Ａ」になった時点で新人看護師は
プリセプタ―に報告する。プリセプターは新人看護師の評価をする。
（手技に関しては医師に聞く等でも可）
各項目でプリセプターが「Ａ」と判断した後、新人看護師は師長に報告
最終判断を師長が行う。

＊評価は１週間ごとに行う
だだし、GIF,CF については 1 日ごとの評価とする！
評価判定
Ａ．自己にてできる
上部消化管内視鏡（ＧＩＦ）
日付
①ＧＩＦ検査の実際、流れについて理解できる
②検査室の準備ができる
③カメラの選択、取扱いができる
④カメラを光源にセットできる
⑤患者確認・カルテ確認ができる
⑥ＧＩＦに必要な問診ができる
⑦注射の指示受けができる
⑧前処置ができる（鎮痙剤）
⑨鎮静剤の使用が正しく行える
⑩ＩＤの患者登録ができる

Ｂ．指導のもとできる

Ｃ．未経験
D．見学のみ
自己評価

日替わり指導者

ﾌﾟﾘｾﾌﾟﾀ

師長

備考

⑪検査の体位保持ができる
⑫スコープの挿入時の援助ができる
⑬患者に適切な説明や声かけができる（検査前）
⑭
（検査中）
⑮
（検査後）
⑯検査（前・中・後）のバイタルの変化を的確に報告できる
⑰検査後の用紙の記載ができる
⑱検査後の説明ができる（鎮静なし）
⑲コスト伝票の整理ができる
⑳検査経過表への記録が正しくできる
㉑病棟へ必要な申し送りができる
㉒終了後のカルテ整理ができる
㉓安全に患者をリカバリーに誘導できる
㉔検査部屋の片づけ、補充ができる
㉕患者退室～次の患者入室までを５分以内でできる

表２

アンケート用紙（評価者用）

表３

アンケート用紙（新任看護師用）

さらに、専門性・特殊性も多く、臨床経験年数を問わず、評価表は必要であると考える。内視鏡センターと
しての新任看護師教育は、構築したばかりであり、評価表の活用程度は完全とは言い難い。今後、内視鏡教育
の体制を整え、評価表を運用していくためにも、新任看護師全員にプリセプター制を導入し、統一した指導を
行う必要があると考える。そのためには、マニュアルの徹底化、年間教育計画作成、勉強会開催などの必要が
あると考える。

 良い所
・項目が細かいので、細かいところまで理解で
きているかチェックできる
・覚えたらよい所や、出来たらよい所が項目を
見てわかり、指標になる
・自分の出来ている所、出来ていない所が明確
になる
・項目が細かいので評価しやすい
・自分の振り返りや見直しができる
・覚えないといけない所の抜けがなくなる
・自分の欠点がわかる
・評価表を見ることで新任看護師がどの程 度出
来ているかがわかる
 分からなかった所・困った所
・最初、活用方法が分からなかった
理由：・新しい項目の時に忘れる ・評価表の存在を忘れる
・他部署に行った時に忘れる
・評価者が忙しそうなので声をかけにくい

図３ 評価表の良い点・悪い点・分からなかった所・
困った所

・チェックリストの細かいフォローにも繋がる
図１新任看護師に対する評価表の活用の程度と活用できて
・プリセプターとしても、責任感が持てる、再
いない理由
度自己学習の機会となる
・日々色々な人が関わるので、最終的に評価す
A/B/C/D の評価基準
各評価項目
る人が必要
・プリセプターがいることで、他のスタッフと
新任
日替わり
新任
日替わり
も新任看護師の情報を共有でき、他のスタッ
看護師
指導者
看護師
指導者
フとも溶け込みやすくなる
大変わかり
・新任看護師のプリセプターが誰であるか、明
3名
0名
4名
7名
やすい
確にし、共有したほうが良い
5名
9名
7名
11
・内視鏡は、特殊な部署である ため、年齢に関
分かりやす
2名
9名
3名
4名
係なく
い
必 要
少し分かり
2名
2名
0名
0名
・評価表だけでなく、業務についての相談や再
にくい
確認したりできる
・新採用だったので、病院のシステムも分から
全く分から
0名
0名
0名
0名
ず、業務・技術的な事を同時に覚えていく必
ない
要があるのでプリセプターは必要だった
図２ A/B/C/D の評価基準と各評価項目について分かりやす
図４ プリセプターが必要な理由
かったか
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病棟新人看護師への内視鏡センター見学実習における指導の効果
公益財団法人

大原記念倉敷中央医療機構

内視鏡センター ○谷

倉敷中央病院
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明美、小野
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【背景】
内視鏡センターでは１日約 100 件程度の検査を行い、その内、入院患者の検査は 30 件程度実施している。毎
年 7 月～10 月に、消化器内科病棟新人看護師の見学実習の受入れを行なっている。しかし、指導内容は個々に
任されており目的に沿った指導ができていない。今回、新たに効果的な指導ができるように、上部内視鏡検査

（以下ＧＦ）、下部内視鏡検査（以下ＣＦ）、逆行性膵胆管造影（以下ＥＲＣＰ）の指導マニュアルを作成し、
統一した指導を実施した。
【目的】
「見学実習指導マニュアル」を用いての指導により、病棟の看護にどう活かされているかを明らかにする。
【対象と方法】
期間は 2013 年 8 月～11 月。対象は消化器内科病棟新人看護師 11 名で指導マニュアルに沿った内容で、検査
入室時の申し送りから検査中、検査退室時の申し送りまでの検査、看護手順を指導する。指導期間は 2013 年 6
月下旬から 10 月初旬。その後、対象者に調査依頼文と調査票を配布し無記名で記入してもらう。分析方法は見
学実習後のアンケート調査から、記載された内容をコード化し、カテゴリー化する。調査内容は 1.検査前のオ
リエンテーションが根拠をもって説明できているか。2.必要な申し送りができているか。3.検査後の申し送り
の内容が理解できているか。4.検査後の観察内容が理解できているか。5.患者にどのように活かされたかの 5
項目とし、調査は見学実習 2 ヵ月後より開始した。
【結果】
対象者 11 名中 9 名の回答があった。調査内容 1～5 に対して全員「はい」という回答が得られた（表）。
調査内容 1～5 の代表的な回答は以下の 5 項目であった。
1.ERCP 検査時はうつぶせに近い体位になって行います。顔は右向きです。点滴の管が、体の下敷きにならない
ように右手に点滴をします。
2.抗血小板薬、抗凝固薬を内服している場合、いつから中止したのか伝えられるように情報収集をした。
3.CF 検査中、出血はなかったが、憩室があることから下血のリスクが高いことを意識した。
4.ERCP 検査時は鎮静剤の使用により意識レベル、ＳpＯ２が下がりやすい。
5.カメラが入ることに不安を持たれている方が多いので、患者の思いを聞きながら、不安な点をできるだけ軽
減していく。
【考察】
1.病棟看護師が行なうオリエンテーションの効果として、実際に検査を見学することで、患者がイメージでき
る内容であったと考える。
2.病棟看護師が行なう申し送りの効果として、正確な内服情報を把握して、申し送る必要性があるという理解
が深まったと考える。
3.病棟看護師が申し送りを受けたときの効果として、検査を見学したことで、術式と検査内容が結びつき、偶
発症や合併症の説明を受けることで申し送り内容の理解につながったと考える。
4.病棟看護師が検査後の観察内容を理解したことでの効果として、鎮痛、鎮静剤使用時は覚醒遅延が予測され
るため意識レベル、呼吸状態、循環動態、運動機能の観察が重要であることが理解できた。検査後の状態を予
測し観察することで、合併症の早期発見につなげていくことができたと考える。
5.病棟看護師が検査を見学することによる患者への効果として、積極的に傾聴し、患者に対する共感的で受容
的な関わりができ、不安や苦痛の軽減の方法を具体的に説明したことが、不安や苦痛の軽減への行動につなが
り、患者の気持ちを大切に思うことができるようになったと考える。
【結論】
見学実習指導マニュアルを用いて指導した結果
1.検査前のオリエンテーションがイメージでき、説明に活かされた。
2.内視鏡出棟時に必要な申し送りができるようになった。
3.検査後の申し送り内容が理解でき、観察内容につなげることができた。
4.患者の気持ちに寄り添い、不安の軽減に努めることができた。
【引用・参考文献】
1)田中三千雄；消化器内視鏡看護,P24,日総研,2006
2)畑内裕香；胃内視鏡の流れ・注意点をイメージできるオリエンテーションの検討，市立三沢病院医誌 20(1)， P41，2013
3)長谷実保、山田純代、他；申し送りの意義と問題の分析,高知県看護研究学会,P22,2002
4)大音清香； 眼科手術における手術既得の活用,実践手術看護,11 月号, p28-32,2008

5)日本消化器内視鏡技師会；消化器内視鏡看護

基礎と実践知,日総研,2012
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夜間担当看護師に向けた勉強会実施とその効果
上尾中央総合病院 内視鏡看護科
内視鏡技師

○伊藤 正実、武藤 有紀

看護師
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【はじめに】
当院では 2013 年度に施行した内視鏡件数は検査・治療合わせて約 15,000 件である。2015 年度の病院増築に
伴い拡大し内視鏡室の増室を予定している。又、24 時間体制で緊急内視鏡を行っているが、夜間は救急外来や
当該部署の看護師が介助しているのが現状である。先行研究発表にて現在の問題点を把握する為に夜間検査に
つく担当看護師に質問調査を行ったところ、緊急対応への不安、処置方法がわからない、物品や薬剤の場所が
わからない等の現状が明確となった。そこで内視鏡看護科と医師が連携し、夜間担当看護師のスキルアップの
為に教育計画を立案し、今後も安全で安心した内視鏡検査・治療が出来るよう教育体制を整えていく為、本研
究を行った。
【目的】
時間外での緊急内視鏡検査・ERCP・処置等も多く、内視鏡看護科以外が介助する事もあるが、経験が少なく
理解せずにつくこともある。医師に協力してもらい緊急内視鏡・ERCP 等の施行意義や検査内容及び治療につい
ての講義、実際に処置具に触れる事の出来る勉強会を実施し、夜間担当看護師の知識の向上と技術のレベルア
ップを図ると共に、質問用紙にて効果を検証する。
【方法】
夜間担当看護師に対し医師の協力のもと内視鏡看護科が、緊急内視鏡・ERCP についての講義と内視鏡処置の
体験出来る勉強会を開催し、質問用紙にて理解度の現況や勉強会での意識変化、不安等につき集計分析した。
【倫理的配慮】
個人・部署の情報を特定しないよう暗号化し、プライバシーの配慮として個人名は記入せず質問用紙を作成
した。データ管理は専門のパソコンを使用し研究目的以外は使用せず、研究後はパソコン内より削除する。
【結果】
質問項目は 5 項目で表の通り。
①緊急内視鏡・ERCP の検査内容を理解したか。
②緊急内視鏡で使用する物品・薬剤の使用方法は理解できたか。
③臨床の場で看護介入はできるか。
④内視鏡検査・治療への意識は変化したか。
⑤勉強会開催して良かった点。
【考察】
緊急内視鏡・ERCP の勉強会を開催した。講義で検査内容を把握し緊急内視鏡や ERCP で使用する機器や機材
の取り扱い、止血術や ERCP の動画を流し治療内容の説明を行った。また、実際に処置具に触れ操作方法や安全
に使用できるための技術習得を体験してもらった。その後の質問調査用紙より殆どの参加者が理解できたと回
答している。処置具を用いて体験してもらった事は検査・治療へのイメージが湧くとともに「根拠や重要性」
を伝えることができ、今後の内視鏡検査・治療に介入することの安全と自信に繋がると考え、内視鏡への多く
の意識変化も返答にみられた。先行研究でも多くの夜間担当看護師は不安や処置方法がわからないまま検査介
助に介入している現状を認めたが、今回の勉強会開催は理解を深めるために有効であった。しかし、少数意見

として実践しないと不安・現場をみていないとわからない・内視鏡に携わったことがなく学習や演習が必要と
いった意見も聞かれた。大橋氏は「検査・治療が正しく行われているかを判断できなければ、患者を護る事は
出来ない」と延べている。今後、内視鏡看護師が不在な時でも患者に安全な内視鏡を提供出来る教育体制を整
えていくと共に、他部署との連携を図り継続的に勉強会・見学会など取り組み知識と技術向上に繋げていきた
い。

結果①

結果②

結果③

結果④

結果⑤

【まとめ】
勉強会開催は看護師の知識向上に繋がったが、技術レベルアップまでには到達できなかった。しかし、内視
鏡検査・治療への意識の変化はあった。
今回の勉強会は普段、内視鏡検査・治療に直接関わらない看護師にとって今後の検査介入することへの 自
信に繋がった
【参考文献】
1）大橋達子：看護のピットフォール-内視鏡看護の現場から
2）内視鏡教育ガイドライン
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時間外内視鏡検査時の内視鏡室専任看護師の業務向上を目指して
地域医療機能推進機構
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【はじめに】
当院は地域の基幹病院として二次救急も担っており、時間外内視鏡検査は年々増加傾向にある。現在、時間
外内視鏡検査に備え内視鏡室専任看護師、消化器病棟リンクナースが、24 時間体制で自宅待機している。
時間外内視鏡検査は基本的に消化器内科医師 1 名、内視鏡室専任看護師 1 名、病棟看護師 1 名が携わり病棟
看護師に患者管理を託すことで内視鏡室専任看護師は内視鏡処置の介助に集中できる。
今回、時間外内視鏡検査時の限られた数のスタッフでもより質の高い内視鏡検査介助を提供できるよう業務
向上を目指して行なった取り組みを報告する。
【目的】
迅速な対応を求められる時間外内視鏡検査の介助時に起こる技術の個人差をなくし、確実な手技の統一化を
図り安全安楽な治療処置を提供できるために検討した。
【対象】
内視鏡室専任看護師 7 人（うち内視鏡技師 5 人）。
消化器病棟リンクナース

2 人（内視鏡技師 2 人）。

【方法】
研究対象者：内視鏡室専任看護師及び消化器病棟リンクナース。
研究期間：2013 年 7 月 8 日～2013 年 8 月 30 日
データ収集方法：研究期間中に介助した時間外内視鏡検査について独自に作成したアンケート調査を項目ごと
に記載し、アンケート調査から特に不安や戸惑いを感じた手技などを把握し問題点を調査す
る。
【結果】
検査件数：上部内視鏡検査 19 件、小児内視鏡検査（8 歳）1 件、ERCP7 件、上部イレウス管挿入 6 件、下部内
視鏡検査 2 件、PEG 交換 1 件。
処置内容：クリップによる止血術 7 件、食道異物除去 1 件、HSE2 件、ヒストアクリル注入 1 件、止血鉗子 1 件、
S-B チューブ挿入 1 件、EVL1 件、ERBD3 件、ステント交換 1 件、EST4 件。
不安を感じた処置内容：HSE、S-B チューブ挿入、ヒストアクリル注入であった。他、手術室への出張内視鏡検
査時のファイリングシステムの不具合が発生し再起動出来なかった。ERBD 挿入時、使
用したいステントの置き場所がわからなかった、などの記載があった。
【考察】
内視鏡検査の処置で頻度が少なく経験を重ねることが難しい手技は時間外内視鏡検査の介助を行う際とても
大きなストレスとなる。アンケート調査からもっとも不安が強かった処置内容の勉強会を開催し、処置室に処
置ごとにセット化した物品と手順マニュアルを常備することでスタッフ全員の手技の再確認ができた。ERCP な
どの頻度の高い検査は定期的な定数確認が必要だと感じた。また内視鏡機器の構造や操作技術の熟知が必要で
知識があれば、トラブル発生時に最良の対応が出来ると感じた。
【まとめ】
内視鏡検査の介助は日々の業務遂行のなかで積み重ね経験することで技を習得するしかないため、定期的な
手技の再確認や内視鏡技師としての自覚、スキルアップをしていくという向上心が重要であると感じた。内視
鏡室専任看護師全体のレベルアップのためにも、習得した経験や知識を新人教育の場でも役立てていきたい。
【連絡先】〒745-8522 山口県周南市孝田町１番１号
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モデリングによる統一性のあるオリエンテーションの実施
～タブレット PC を利用したスタッフ教育の取り組み～
東京大学医学部附属病院

看護部

内視鏡技師 ○二宮多恵子、北川
看護師

中谷

瞳

春美、遠藤 恭子、志賀浦勝美

【背景】
光学医療診療部が属する診療検査部は計 7 部署で構成されている。看護師はローテーションを行うため、固
定された業務に従事しにくい環境にあり、P.ベナーの述べる看護実践の技能習得プロセスにおいて中堅にあた
る看護師１）が多いものの、部署内経験年数 3 年目以上は 2 割に留まる。オリエンテーションの時間が取りにく
い職場環境の中で、マニュアルで業務を覚えることが求められているが、中堅であるがゆえに何度も質問する
ことへの遠慮や、他者からは「新人ではない」と見られてしまうことにより、綿密な教育指導が行われないと
いう問題点があった。中堅であっても異動配属先では初心者であると認識した上で、効率的に専門的知識・技
術を習得するため、オリエンテーション方法及びマニュアルを見直す必要性があると考えた。
【目的】
今までの職場教育のあり方を見直し、
「内容の統一」
「時間短縮」
「負担軽減」に留意してトレーナーとトレー
ニーが納得のいくオリエンテーションを実施する。
【方法】
タブレット PC を用いて、既存の文字と写真に加え、動画も視聴可能なマニュアルを作成した。この動画マニ
ュアルによるモデリング（観察学習）効果を利用したオリエンテーションを導入し、トレーナー及びトレーニ
ーの感想を調査することで有効性を評価した。
〈対象者〉
・内視鏡業務未経験者 6 名
・経験者４名
〈倫理的配慮〉
研究対象者に研究目的を説明し、自由意志で研究の同意を得た。
【結果】
トレーナーからは、
「基本的な内容は動画マニュアルで伝達できるため、内容の統一が図られ、教育に割く時
間が削減でき負担が軽減した」
「従来のオリエンテーション方法と異なり、見学の準備や時間調整の必要がなく
状況に応じて実施できるため、期間を短縮できた」という評価を得た。
トレーナーからは、
「タブレット PC を携帯することで、内容を反復して確認でき便利である」
「文字に比べ動
画の方がわかりやすい」「トレーナーによる指導内容の違いが生じない」
「手順を自由に見直せるため、トレー
ナーに何度も質問せずに済み精神的な負担が減った」という評価を得た。
【考察】
文字によるマニュアルは、個人の経験値により理解度が異なり具体的な手順をイメージしにくいという点が
ある。動画マニュアルは、視聴覚に働きかけ繰り返し視聴することができるため、記憶への定着が促進され、
モデリングによる効果が発揮される。ラーニングピラミッドによると、読むことで 10％であった学習定着率が、
音声化・視覚化で 20％、実演で 30%、実践による経験・体験・練習で 75％まで引き上げられ、動画マニュアル
の活用が効果的であると言える２）。
松浦ら３）は「知識・技術の不足」因子と職場経験年数について「職場経験年数で 1 年未満群が 3 年以上群に
比べ、知識・技術不足のストレス度が高い傾向がある」と述べている。動画マニュアルの使用により、統一し
た内容の基礎オリエンテーションが実施でき、さらに直接指導する段階では、より専門的な内容の指導を行え
る。従って、トレーニーの知識・技術不足に伴うストレスの軽減とともに、指導時間短縮の観点からも、両者
の負担を軽減できたと言える。
これらの効果により、
中堅看護師が短期間で効率よく専門的知識・技術を習得できる職場教育が可能となり、
看護の質の向上に貢献できると考える。

【結論】
タブレット PC を利用した動画マニュアルの導入により、両者の負担が軽減され、モデリングによる統一性の
あるオリエンテーションが可能となり、中堅看護師のトレーニングにおいて有効性が示唆された。
【引用文献】
1)谷口好美：パトリシア・ベナー、ケースを通してやさしく学ぶ看護理論 改訂 3 版、2008、p287
2)友野伸一郎：「深い学び」につながる「アクティブラーニング」とは、Career

Guidance NO.45 別冊付録、p2

3)松浦恒仁 他：女性看護師の勤務異動時におけるストレス因子と勤務属性との関連、富山大学看護学会誌

第 7 巻 2 号 2008、

p12
【参考文献】
1)中村秀敏：先取り！iPad を用いたモバイルラーニング 持ち歩ける「お仕事ガイド」、Nursing BUSINESS 2011 Vol.5 no.9、pp48-50

【連絡先】〒113-8655 東京都文京区本郷 7-3-1
TEL：03-3815-5411

Ｏ52 内視鏡室クリニカルラダーの導入による教育システムの確立をめざして
一般財団法人厚生会 仙台厚生病院
内視鏡技師・看護師 ○岩渕 見和、塩原

沙織、泉山

美樹

後藤

美穂、伊藤恵美子、塩沼のぞみ

菊池

麻衣、中村 理江、鈴木

陸子

【はじめに】
当院では、看護部の教育プログラムとしてクリニカルラダーを導入しており、それぞれの学習ニーズと目標
を尊重し、専門職業人としての成長・発達を支援するシステムが確立している。
これまで内視鏡センターではクリニカルラダーの他に業務や技術に関するチェックリストを活用していたが、
異動してきたスタッフの経験年数の違いや、指導者によっても指導方法に違いがみられ、スタッフの育つレベ
ルにばらつきが生じていたのが現状であった。
また、内視鏡業務に長年携わっているスタッフは技術的に習熟したことで満足し、次の目標が曖昧になってお
り、看護部のクリニカルラダーを補う独自の指標が必要と感じていた。
今回、クリニカルラダーを作成し実践することで、スタッフが自らのレベルを自覚し目標達成にむけ積極的に
取り組めているという成果が見られたためここに報告する。
【目的】
内視鏡センター独自のクリニカルラダーを作成・実践することで統一された看護技術が提供できる。
各自がラダーに沿って自分のレベルを認識し、目標に向けて計画・実施・評価をすることができる。
【方法】
1.期間
2012 年 4 月～2014 年 5 月。
2.方法
「消化器内視鏡看護 基礎と実践知」の内視鏡看護教育ガイドラインを参考に内視鏡センター独自のクリニ
カルラダーを作成。
①指標の作成：スタッフの経験年数、個々のスキルに応じたレベルⅠ～Ⅳの４段階に作成。より解りやすく取
り組みやすい名称で独自のものをと考え、レベルⅠ（新人）をブロンズ、レベルⅡ（一人前）をシルバー、
レベルⅢ（中堅）をゴールド、レベルⅣ（達人）をプラチナとした。
②指標をもとに各レベルのチェックリストを作成。

③2013 年 1 月～3 月：経験年数・個々のスキルによりレベルを決定し実践。
④2013 年 3 月～11 月：チェックリストに設定した評価時期に自己評価し指導者と上司による他者評価をうける。
チェックリストの達成度（合格ライン）が明確でなかったため実践で使用しながら話し合い決定。
「ブロンズ
100％、シルバー90％、ゴールド 90％、プラチナ 90％」
【結果】
2012 年、内視鏡センターのラダーを作成し実践・評価した。実際に 2013 年 4 月には、シルバー3 名、ゴー
ルド 3 名、プラチナ 2 名（スタッフ 8 名中）であったが、2014 年 3 月にはシルバー0 名、ゴールド 5 名、プ
ラチナ 3 名と各自順調にレベルアップした。
【考察】
内視鏡センターでは、スタッフの育つレベルにばらつきが生じないような教育と、内視鏡業務に長年携わっ
ているスタッフが自らの目標を見つけ次のレベルをめざせるように独自の指標が必要であった。今回、内視鏡
ラダーの導入は個々の目標を設定し、自分の達成状況を客観的に評価することができた。また、各レベルのチ
ェックリストの評価期間が決まっていることは、計画的に次のレベルを目指して取り組むことにつながったと
考えられる。さらに、自分自身が不足している部分が明確になり、目標達成のため指導者やスタッフと相談し
ながら積極的に不足部分に取り組めるような環境作りができた。クリニカルラダーを使用しスタッフが各自順
調にレベルアップできたことからも、クリニカルラダーの有用性はあると考える。
【結語】
内視鏡センター独自のクリニカルラダーを作成し導入した事はスタッフ各自が自分のレベルを認識し目標と
する到達水準が明確になり、計画的に次のレベルを目指して取り組むことができた。また、クリニカルラダー
を実践することで統一された看護技術の提供につながった。現在のクリニカルラダーに留まらず独自の具体的
な指標・評価・到達時期について検討を重ねていき、個々の成長のみならず部署の目標達成、さらに看護の質
の向上につなげていきたい。
【連絡先】〒980-0873 宮城県仙台市広瀬町 4-15
℡
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全大腸内視鏡検査における用手圧迫の教育プログラム作成の検討
～看護師の知識・技術向上のために質問紙調査を行って～
済生会熊本病院

予防医療センター

○林田

明美、手蓑 智美、瀬本

陽子、成瀬

荒木

利代、坂田 香織、満崎

克彦、菅

智
守隆

【目的】
全大腸内視鏡検査（以下 TCS）中に看護師は、受診者状態・苦痛の程度を観察・記録し、スコープの挿入補
助や苦痛軽減・予防のため用手圧迫（以下圧迫）を行っている。TCS は時に強い苦痛を伴い、薬剤追加さらに
は検査中断する事例もあるが、看護師の知識・技術に関する教育は個々の学習に任せられており、媒体・人材
育成を行う体制が整備されていない。また、看護師個々のスキルやセンターの検査状況も管理できていない現
状である。そこで、TCS に携わる医師と看護師それぞれに、圧迫に対する認識、看護師の学習状況や自己の技
術に対する認識を調査・分析し問題点を抽出するため本研究に取り組んだ。
【研究期間】
質問紙調査期間：2013 年 10 月 1 日～31 日、TCS 状況の調査期間：2008 年～2013 年
【研究対象】
・医師 5 名（常勤医 2 名、委託職員 3 名）。
・看護師 13 名（職員 3 名、臨時職員 10 名）。
【研究方法】

・質問紙調査を用いた実態調査を集計する。
・健診システムより TCS 中断件数、看護師の介助件数を抽出し、質問紙調査の結果と分析する。
【結果】
回答率（医師 100％、看護師 92.3％）、看護師の TCS 経験年数は、平均年齢 43.1 歳であった。質問紙調査の
結果、圧迫は必要（医師 100％、看護師 58％）、圧迫は有用（医師 100％、看護師 67％）、圧迫は看護師の技量
に左右される（医師 100％、看護師 67％）、看護師の圧迫自己評価は平均 41 点（±28.8）であった。効果があ
った学習方法として、勉強会・医師の指導・参考図書の閲覧・検査後の振り返りが挙げられた。医師とコミュ
ニケーションが図れていると考える看護師は 17％だった。6 年間の TCS 数は 9,808 件、検査中断 40 件（TCS 到
達率 99.4％）だった。
【考察】
看護師の教育は個々の学習に任せられており、経験を重ねる事で技術を習得している現状である。経験の長
短に関わらず効果的な圧迫ができるよう、基本知識とポイントを図式化した独自の教本作成が必要と考える。
質問紙調査の結果、圧迫の自己評価が低く・有用であるかわからないと回答した看護師は、経験年数や介助件
数が少なく、自己学習や医師とのコミュニケーションの機会も少ない傾向であった。多くの看護師が医師とコ
ミュニケーションが図れていないと回答しており、定期的なカンファレンスでお互いの専門性を生かした意見
交換できる環境作りを進めることが必要である。また、TCS 中断件数・看護師の経験件数などをデータ抽出す
る事で個々の経験状況がわかった。今後、検査精度に関わるデータだけでなく、検査中断事例の背景や苦痛評
価、看護師のスキル評価を行い、看護の質の評価・向上を目的とした教育プログラムを作成したい。
【今後の方策】
1. 圧迫に必要な基本知識とポイントを図式化した独自の教本を作成する
2. 医師・看護師の連携を強化するために挿入困難事例の振り返りや定期的なカンファレンスを開催する
3. 検査介助数や苦痛度、検査中断件数などを用い、看護師の技術評価を行う
【参考文献】
1)樫田博史、鶴田修：大腸内視鏡挿入の基本とトラブルシューティング、羊土社、2012.7.10
2)野崎良一、松平美貴子：腹部用手圧迫を用いた大腸内視鏡挿入法、西日本メディカルセンター、
2014.5.15

【連絡先】〒861-4193
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熊本県熊本市南区近見 5-3-1

096-351-1011

名古屋大学を中心としたベトナムにおける内視鏡看護支援活動と今後の展望
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
津島市民病院

○杉浦真由美
秦野

理恵

山下病院

坂口 紀代、野村

秀子、小久保美香、馬場

名鉄病院
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香昌

上飯田第一病院

古橋

折香

大同病院

田中のぞみ

半田市立半田病院

吉良美千留

ブラザー病院

森

真純

豊橋市民病院

玉屋

直子

西尾市民病院

三矢

敏

津島市民病院

太田

真美

名古屋大学消化器内科

後藤

秀実

朱美

表１
派遣スタッフの内訳
（2013 年度）

写真１.写真２

写真３.写真４

写真５

医師による実地指導の様子

現地看護師とともに検査介助している様子

内視鏡洗浄マニュアル
写真６

表２
フエの消化器内科医 8 名中
1 人で検査が可能な医師数：
検査前／検査後の比較（名）

用手洗浄のデモンストレーション

写真７

現地の看護師による実践場面

写真９ ビニール袋に保管されたデバイス (支援 4 回目)

写真８

ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝを見学する現地の看護師と医師

写真 10

ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽに整理されたデバイス (支援 5 回目)

【背景】
名古屋大学は，東南アジア諸国における「日本式内視鏡診療トレーニングシステム」の普及促進を図るプロ
ジェクトを立ち上げ，2013 年 9 月にベトナム・フエ医科薬科大学に内視鏡センターを開設した。そして，2013
年 9 月から半年間に計 5 回（6 日間/回）
，名古屋大学消化器内科・関連病院の医師に加え，愛知県下の複数の
病院から看護師も派遣され（表 1），内視鏡診療の支援活動を行ったので，ここに報告する。
【主な支援内容】
1.内視鏡診療の支援活動
検査の項目は，上部・下部消化管内視鏡，超音波内視鏡，ダブルバルーン小腸内視鏡，内視鏡的逆行性胆管
膵管造影（以下，ERCP），胃内視鏡的粘膜下層剥離術などであり（写真 1，写真 2），派遣された医師による指導
を通して内視鏡医のレベルは，表 2 の如く向上した。
2.内視鏡看護の実地指導
現地の患者対応は，検査を早く進めることを優先しており，適切かつ十分な咽頭麻酔が行われていない，プ
ライバシーの配慮に欠けるなどの状況が見受けられた。そのため，上部消化管内視鏡検査の前処置，検査時の
体位の工夫，声かけ・タッチングの方法などの実地指導をしつつ，日本の看護師が患者へどのような声かけを
して，どのような配慮をしているのか示した（写真 3，写真 4）。検査の件数，患者が待機する場所など課題は
多く残っているが，思いやりを重視する日本の文化を伝えることができたのではないかと考える。
3.内視鏡スコープの洗浄消毒
内視鏡スコープ（以下，スコープ）の洗浄は，スコープを介した感染症を防ぐためにも必要である。しかし，
スコープの本数ならびに洗浄機の台数不足，酵素系洗浄剤のコスト高，人員不足などの問題で，検査ごとにス
コープの機械洗浄をすることが難しい現状にあった。そのため，当初のスコープ洗浄方法は「用手洗浄」と「酵
素系洗浄剤への浸漬」のみであり，その手技にも個人差がみられた。そこで，2 回目の支援時に用手洗浄の実
地指導を行ったが，3 回目の支援時には，その手順は定着していなかった。日本語→英語→ベトナム語と 2 者
を介した通訳での実地指導には限界があると考え，ベトナム語による「スコープ洗浄消毒マニュアル」作成し，
洗浄室の壁に掲示した（写真 5）。そして，4 回目の支援でマニュアルに基づいた指導を行った結果，用手洗浄
の手順を定着させることができた（写真 6，写真 7，写真 8）。
4.内視鏡センターの環境整備

鉗子などのデバイスは，ERCP や小腸内視鏡など検査別でまとめてビニール袋に入れ，戸棚などに雑然と置か
れていた（写真 9）。そのため，4 回目の支援時に，種類や規格，使用期限に基づき分類し，不要なものは廃棄
した。加えて，鉗子リスト（商品名，規格，使用期限）を作成し，今後の管理方法について検討を行った。さ
らに，検査室の整備ならびに備品の管理方法について知ってもらうために，日本の内視鏡検査室や物流倉庫，
処置用ワゴンなどの写真を提示しながらプレゼンテーションを行った。
その結果，5 回目の支援時には，鉗子リストを活用して ERCP のデバイスが整理されていた（写真 10）。また，
検査室の戸棚やワゴンも整備されており，検査介助ではデバイスを取り出す時間が短縮されるなどの成果がみ
られた。
【今後の展望】
今回，ベトナム・フエの内視鏡センターにおいて，看護師および消化器内視鏡技師の視点で現状を把握し，
改善が可能と考えられる範囲で支援を行った。今後は，日本のガイドラインに準じ，内視鏡検査・治療の介助・
看護，感染制御など，ベトナムに即した「ベトナムにおける消化器内視鏡ガイドライン」を作成し，ベトナム
の内視鏡診療の発展に，日本の内視鏡技師の視点から貢献していきたい。
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