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長期保管スコープに対しての培養検査の結果から～保管管理基準についての検討
イムス札幌消化器中央総合病院

○上野

朋美

【背景】
A 病院の内視鏡センターが管理する内視鏡スコープのうち 7 割はほぼ連日から数日以内の使用運用であるが、
中には使用されず洗浄後 6 か月以上保管されている特殊スコープもある。この長期保管されているスコープに
対して現在の洗浄方法で菌の発生はないのか、保管基準はどうあるべきか疑問に感じた。
長期保管スコープの管理についてのガイドラインは見当たらず、過去の研究もその施設に合わせて基準を設け
て運用している報告¹⁾がある。A 病院では長期保管スコープに対して定期的な洗浄などの基準を設けていない
のが現状であった。そこで、本研究において、A 病院における洗浄消毒方法が適正であるか確認するとともに、
長期保管管理について検討したので報告する。
【目的】
内視鏡スコープの細菌培養検査を行い比較検討し A 病院における内視鏡スコープ保管管理について検討する。
【研究方法】
1.対象：洗浄直後、洗浄後 2 日目、洗浄後 1 か月、洗浄後 2 か月、洗浄後 6 か月以上経過の計 5 本の内視鏡ス
コープ。
2.実施日：2013 年 10 月 9 日
3.方法：各内視鏡スコープに対し「内視鏡定期培養検査プロトコール」を参考に、内視鏡挿入部の先端部と鉗
子チャンネル管路内の計 10 検体の細菌培養を行う。
（1）鉗子チャンネルより滅菌生理食塩水を通し、鉗子チャ
ンネル管路内の剥離液培養検査。（2）スコープ挿入部の先端部表面をスワブ法培養検査。
【結果】
今回は一般生菌数の有無を目的として培養検査を行い、いずれからも一般生菌数の検出はなかった。
【考察】
A 病院における内視鏡スコープの洗浄方法は、日本消化器内視鏡技師学会ガイドラインに基づき、マニュアル
を作成し実施している。今回の培養検査の結果から、洗浄直後のスコープでも 6 か月以上経過のスコープでも
菌の検出がなかったことから、ガイドラインに沿って作成した洗浄方法マニュアルを、スタッフ全員が統一し
た手技で日々行えているということに確信を持つことができた。しかし過去の学会での報告には、自動洗浄機
による洗浄消毒後のスコープに対し培養検査を行った結果、細菌・真菌が確認された例もある。
「内視鏡の洗浄
度保持を定期的に検査することは、院内感染対策上極めて重要である」と坂田氏³⁾が述べているように、一回
の検査結果だけで判断するのではなく、今後もマニュアルの徹底や新職員に対してわかりやすい指導・教育を
行うとともに、定期的な培養検査の実施も必要と考える。
保管方法については、保管庫の適宜清掃や除湿剤の設置、1 日 1 回毎朝保管庫内温度・湿度チェックを行い、
自動洗浄後のスコープは保管庫のハンガーにかけて保管している。洗浄後 6 か月以上経過のスコープは、出し
入れ頻度が低い保管庫に保管されていたことも菌の発生抑制の一因になったと考える。保管する環境として保
管庫の清掃や適度な保管庫の室温・湿度が菌を抑制すると考え、今後も定期的な保管庫の点検が必要であると
わかった。
【結語】
ガイドラインに沿った洗浄消毒・保管方法を今後も継続して行うとともに、長期保管スコープの保管管理につ
いては、整備不良を防ぐなどの安全面や人手・時間・コスト面などを考え 3 ケ月をめどに機能チェック、自動
洗浄器にかけるという基準を検討し改善することができた。
今後はスタンダードプリコーションの徹底を図るとともに、人手・時間・費用を考慮し ICT の協力を得ながら、

内視鏡機器や処置具、環境面についての抗酸菌や ATP 測定培養検査も検討していきたい。
【引用文献】
1)北九州市立医療センター：内視鏡スコープの保管環境と洗浄基準の検討，第 63 回北九州消化器内視鏡技師研究会，2013．
2)日本消化器内視鏡技師会：内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン，第 2 版，2004
3)坂田友美，他：内視鏡感染管理における内視鏡清浄度調査の重要性ついて，日本臨床微生物学雑誌，p．35-41，Vol.22，2012．
【参考文献】
1)日本環境感染学会，日本消化器内視鏡学会，日本消化器内視鏡技師会：消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドラ
イン，第 1 版，2008．
2)日本環境感染学会，日本消化器内視鏡学会，日本消化器内視鏡技師会：消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実
践ガイド改訂版，2013．
3)日本消化器内視鏡医師会：内視鏡定期培養検査プロトコール，会報 No48 別冊，2013．
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高齢者に対する内視鏡検査のリスクマネージメントと内視鏡チームでの取り組みについて
札幌しらかば台病院 外来・内視鏡
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【背景】
我が国は 2007 年に高齢化率 21.5％となり超高齢社会に入った。今後も日本の高齢化率は上昇傾向が続き、
高齢者の受診数も増加していくと推定される。
「内視鏡関連の偶発症に関する全国調査報告」によると上部内視
鏡検査の偶発症は 0.005%、死亡数は 0.00019%でその 80%が 60 才以上に集中し、70 才以上で半数を占めている
と報告されている。高齢者に対して内視鏡検査を安全におこなうためにどうすべきか、問題点を明らかにしリ
スクマネージメントにつなげるべきと考えられる。
【目的】
高齢患者の上部内視鏡検査における問題点を明らかにしリスクマネージメントにつなげる。
【方法】2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までに上部内視鏡検査（治療を除く）を受けた患者 1047 人を
対象に①年齢、②性別、③移動能力、④聴力、⑤理解力、⑥認知度、⑦鎮静の有無、⑧患者管理（モニター管
理、口腔内吸引、ルート確保、酸素投与など）
、⑨検査後の移動、⑩説明理解力、⑪所要時間について非高齢者
群、前期高齢者群、後期高齢者群、超高齢者群に分けて検討した。
【結果】
各年齢群における身体・精神能力をみたものでは非高齢者・前期高齢者群での能力低下に比較して後期・超
高齢者群で急激に低下していた。後期・超高齢者でサクションの実施がみられ、検査後の説明理解力、検査後
の移動能力は非高齢者・前期高齢者群での低下に比較して後期・超高齢者群で急激に低下していた。鎮静につ
いては年齢群ごとにミダゾラムの使用量は異なるが酸素飽和度については後期高齢者から低下傾向がみられた。
そのほかの問題点として鎮静なく酸素飽和度低下・血圧低下が見られた患者の存在で、胃ろう交換患者の 4.5％、
超高齢者の 1%に見られた。
【考察】
非高齢者と高齢者を様々な点から比較した場合、前期高齢者と非高齢者の差は軽度だが後期高齢者以降から
差が顕著となり、超高齢者では急激に低下していた。同じ高齢者でも年齢群に応じて異なったリスクマネージ
メントが必要と考えられた。後期高齢者以降は理解力があると判断されても背景に認知度が低下している可能

性が高く、検査中は誤嚥・窒息予防のため注意深い観察、検査後は説明時に家族の同席を求めるなどの必要性
があると考えられた。また鎮静についても呼吸抑制がおこりやすくハイリスク患者として注意深い観察が必要
であると考えられた。超高齢者では移動能力の低下、呼吸・循環抑制などがみられていることから異常の早期
発見と突然の偶発症に対して常に対処できるシステム作りが必要であると考えられた。本検討後に内視鏡チー
ムでリスクマネージメントとして改善した点が主に 3 点ある。①高齢者、特に後期高齢者からは配慮が必要で
はないか？→ハイリスク患者としてモニター測定の間隔を短くし循環動態の管理の点から心電図付きモニター
の常設希望を出している。②胃瘻交換を慎重に考えるべきでは？→前回交換時の記録や、超高齢者、長期留置
患者などからハイリスクと推定される場合、看護師を 2 人から 3 人体制とし迅速に対応できるようにしている。
③チーム内で知識の統一やヒヤリ・ハット時の迅速な準備・対応が必要なのでは？→定期的な勉強会と緊急時
のシミュレーションをすることにより技師・看護師の知識を深め、緊急時でもあわてずに行動することが可能
になりつつある。
【結語】
後期高齢者からは各機能低下が急速に進行しており、上部内視鏡検査時にはハイリスク患者として注意深い
観察が必要であると考えられた。
【連絡先】〒062-0052
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PEG 患者における術前評価の有用性
医療法人誠心会ゆのもと記念病院
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【背景・目的】
高齢者に対する PEG は増加しているが、詳細な術前アセスメントとインフォームドコンセントが必要である。
また術後経過で肺炎予防が重要である報告も多い。当院では内視鏡技師、手術室スタッフの術前訪問による患
者情報の共有に加え、2012 年 5 月より言語聴覚士(ST)と連携し術前にベッドサイドにて施行可能な簡易嚥下機
能評価も行っている。術前嚥下評価と術後肺炎との関連、術前評価の有用性について報告する。
【対象】
2012 年 5 月～2013 年 12 月の PEG 施行症例のうち経過が追跡可能であった 50 例(男性 15 例、女性 35 例、年
齢 69～99 歳)。
【方法】
(1)ST による反復唾液嚥下テスト(RSST)、改訂水飲みテスト(MWST)、フードテスト(FT)を施行した。
1.反復唾液嚥下テスト(RSST)
舌骨と甲状軟骨を触知した状態で空嚥下を指示し、30 秒間に何回行えるかを観察、3 回以上
を正常と判定する。
2.改訂水飲みテスト(MWST)
3ml の水を嚥下させ、嚥下運動・ムセ込み・湿性嗄声の有無を観察、それぞれ 5 点満点の 5

段階で評価し、4 点以上を正常と判定する。
（表１）

異常群(n=27)

正常群(n=23)

肺炎無5例
10%

肺炎無16例
32%

肺炎有22例
44%

肺炎有7例
14%
術後肺炎は異常群に多くみられた（p：0.0002)

（表２）
年齢（中央値）

正常群(n=23)

異常群(n=27)

p値

76～96(86)

69～99(87)

0.6395

性別（男/女）

6

/

17

認知症（有/無）

23

/

0

25

脳血管障害（有/無）

21

/

2

21

糖尿病（有/無）

3

/

20

2

悪性疾患（有/無）

3

/

20

1

循環器疾患（有/無）

12

11

15

誤嚥性肺炎（有/無）

4

19

14

/
/

9

/

18

0.5763

/

2

0.1113

/

6

0.1935

/

25

0.4747

/

26

0.2190

/

12

0.8110

/

13

0.0097

3.食物テスト(FT)
少量の食物(嚥下しやすいティースプーン 1 杯のプリンやゼリーなど)を嚥下させ、嚥下状況や誤嚥の有無
を評価し、4 点以上を正常と判定する。
施行が危険と判断した症例は施行不能とし、施行可能例が最多であったテストにおいて正常群(異常なし)と
異常群(異常ありまたは施行不能)に分類し術後肺炎との関連性を検討した。有意差は p<0.05 とした。
(2)現行の術前訪問時の情報収集（関節拘縮の有無、喀痰吸引の必要性、コミュニケ―ションの可否）について
検討した。
(3)嚥下評価及び訪問の妥当性について PEG 担当スタッフ（7 名）にアンケートを実施した。
【結果】
(1)評価可能症例は、RSST 29 例(58%)、MWST 41 例(82%)、FT 38 例(76%)で MWST が最多であり、MWST で検討し
た。内訳は正常群 23 例(46%)、異常群 27 例(54%)であった。術後肺炎は、正常群 7 例(14%)、異常群 22 例(44%)
で、異常群に多かった(p：0.0002)（表 1）。患者背景の検討についても異常群に術後の誤嚥性肺炎が多かっ
た（表 2）。
(2)関節拘縮、喀痰吸引の情報は、術中体位保持装具の準備、誤嚥時の迅速な対応が可能となり有用であった。
(3)訪問時嚥下評価は役立ちましたか。に対して、「肯定」3 名(43%)「今後チェックしていきたい」4 名(57%)
であった。コミュニケーションの可否のチェック方法（複数可）は「患者と話す」7 名(100%)、
「病棟スタッ
フに聞く」3 名(43%)であった。術前訪問の内容は十分ですか。は「十分」4 名(57%)、
「不足」3 名(43%)であ
った。不足内容として高齢のため既往歴が明確でない場合があり、情報収集が十分にできないことがある。

認知症の程度などであった。術前訪問をしてよかったですか。は、全員が「肯定」であった。理由として手
術前に患者の状態把握ができる。担当医との情報交換に必要である。スタッフとの情報共有ができる。事前
の準備に役立つ。が挙げられた。
【まとめ】
MWST 異常は術後肺炎の危険因子である可能性が示唆された。術前訪問から得られた患者情報の共有により、
患者個々に応じた準備と異常時の迅速な対応が可能となった。担当医との連携にも役立ち術前評価として有用
であった。今後、コミュニケーションが困難な患者への対応法についても検討が必要である。
【結語】
内視鏡技師と PEG 担当スタッフ、ST との連携による詳細な術前アセスメントが、術中・術後のリスクマネー
ジメントにも関連し有用と思われた。
【連絡先】〒899-2201
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減量内視鏡に関わるクライシスマネージメント
～消化器内視鏡技師と多職種とのチームアプローチ～
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【背景 】
当院は日本国内で最初に COE( International Centers of Excellence: ICE；卓越した拠点）の認定を取得
している．
【緒言・目的 】
減量内視鏡についてクライシスマネージメント報告する．
【術式】
歴史的な変更を経て，安全性及び治療効果の観点から，現在の術式として広く行われている．原理としては
胃を小さく形成することで食事摂取量を少なくする事と消化管をバイパスすることのいずれか，あるいは両方
組み合わせ効果的な減量をはかろうとするものである（図 1,2,3,4）．
【対象】
倫理委員会の承認を受けた上で，適応,肥満度の指標である BMI が 35 以上で,肥満に起因する合併疾患を有し，
内科的治療の効果がなかった症例とする．
【知識】
肥満は個人だけを治せば完治はしない．病院のみだけでは不十分な部分がある．治療場所は患者様が生活す
る生活環境にあり，多角的視点からの関わり，バーンアウトの予防が必須であり減量肥満治療にチームアプロ
ーチが必要である．希望者が来た場合には，はじめに必ずソーシャルワーカーがインテークを取る．
カンファレンスにてスクリーニングを行い，外来に来ていただくかどうかを判定する．外来後，再びカンフ
ァレンスを行い,2 回目で内視鏡や全体的なスクリーニングを行う．重症肥満の治療は日本ではまだポピュラー
ではないが,バンドは翌日,翌々日に退院.その後はすぐにでも復帰可能.胃バイパス術,スリーブ,スリーブバイ
パスは術後 3 日間入院．一般的には術後 7 日から 10 日で社会復帰可能である．

図１

LRYGB 胃バイパス術

図２

LSGB スリーブバイパス術

・摂食制限のみ

図３

LSG 袖状胃切除術

図４

LAGB ラップバンド

表１

【臨床の関わり】
①重症肥満患者の移動においては多数の人数が必要であり特注ベットが必要である.
②減量治療を希望される患者様は私たちよりも感受性が敏感であり気づかない部分も指摘される．うつ等ある
と表情が乏しいので配慮が必要である．介助者は患者様の体動や転倒には注意する．135kg 以上の患者は内
視鏡技師は常に血圧・肥満無呼吸症候群症例の SpO２等のモニタリングをしている(当施設 URL 参与) .
③日本のチームで世界の時差に合わせ，配信ライブネット中継が行われた．技師は術中スリープバイパスなど
の手技中には消化器内視鏡介助を行う (当施設 URL 参与) .
【ケア】
減量内視鏡の成果を確実なものにするには，術後の食事療法や運動療法などのフォローが極めて重要である．
また，精神面でのケアも必要となる．これらの問題について当院では，サポートチームが外来・検査，入院時
から手術後・退院後まで継続的に支援する ．

【安全管理 】
術後はつねに再出血・狭窄などが起こった場合常に対応できるように消化器内視鏡技は 24 時間オンコール体
制をとる． サポートチームが患者様への外来前の電話フォロー・来院し難い人への電話での相談及び来院促
し・メールでのフォロー・Facebook を利用したサポート促進・術後友人を介しての来院サポートを管理する．
【合併疾患改善効果】
肥満に起因する合併疾患の代表である糖尿病、高血圧、高脂血症の治癒効果を比較した(国立国際医療研究セ
ンターとの共同研究)（表 1） ．
【まとめ】
全体の流れの中では随所に専門職種が関わり，それぞれの専門性を生かした関わりを持つことが重要である．
内視鏡検査では，必ず多職種スタッフの意見を尊重し，且つ患者の権利を無視しない決定を行う．また，減量内
視鏡のスタッフは消化器内視鏡技師が関わる事でより密度の高い治療効果を導く事に成功している．
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