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大腸内視鏡における二酸化炭素送気使用定着への取り組み
-二酸化炭素送気が定着しない理由を明らかにする市立枚方市民病院 救急・中央診療 内視鏡室
○前田 晃史、八田 圭司、廣島 明美、山本 智美
海司 加津、新城麻衣子、岩間貴美子

はじめに
二酸化炭素（以下：CO2）は、腸での吸収が窒素の 160 倍、酸素の 13 倍早く、内視鏡分野では、患者の腹部
膨満感や腹痛を軽減する目的で使用されて 30 年以上が経過している 1)。A 施設では、2008 年に CO2 送気装置を
導入したが、その年間使用率を調査した結果、10.4-23.0％（2008-2012 年）と使用率は低かった（図 1）。今回、
CO2 送気が定着しない理由を明らかにして、それらの対策を講じることで大腸内視鏡検査全受検者への使用に至
ったことを報告する。
研究方法:
1. 研究目的
CO2 送気が定着しない理由を明らかにし、その対策を講じることで、CO2 送気が有効活用されることを目的と
した。
2. 研究期間
2013 年 3 月 1 日から 7 日の 1 週間。
3. 研究対象者
内視鏡室で業務する 13 名（医師 6 名、看護師 7 名）
。
4. 研究方法
以下の 2 ステップで研究を進めた。
① 定着を妨げている因子の抽出
研究対象者に「CO2 送気の利用について」自由に口頭で回答してもらい、その中から使用を妨げている理由
を抽出し、カテゴリー化した。
② 4 カテゴリーへの対応
抽出した 4 カテゴリーに対応することで、CO2 使用を定着させる試みを行った。
西暦

全大腸数

ＣＯ２使用数(％)

2008
2009
2010
2011
2012

1488
1492
1506
1600
1598

155(10.4)
156(10.4)
347(23.0)
254(15.8)
354(22.1)

図 1： 2008-2012 年の CO2 使用状況
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図 2： CO2 送気の定着を阻害する因子

倫理的配慮
研究対象者へ、研究の参加は自由であること、研究で得られたデータは個人が特定できないように処理し、
研究の目的以外で使用しないことを説明し、同意を得た。
結果および考察
インタビュー結果から以下の 4 つのカテゴリーを抽出した（図 2）。
1. コスト
CO2 使用料が患者へ請求できないことにより、病院の経済的負担を懸念していた。このため、
2013 年 4 月の 1 カ月間、大腸内視鏡受検者全員に CO2 を使用し、使用量を調査した。124 名に対
して、20 本のボンベを使用しており、利用料は 406 円/人であった。この結果を医事課へ報告し、
使用許可を得た。
2. 業務量増加
CO2 使用時には、ETCO2 モニターを装着し、空気から CO2 へ変更したり、CO2 ボンベを交換したりするため、

業務量が増加する。しかし、ETCO2 モニターは、無呼吸アラームが頻回に鳴り、測定値が正確ではなかった。
そのため、先行研究で Randomized Controlled Trial2)、Systematic
Review3)の方法の文献で安全性を確認し、ETCO2 モニターは、経皮的動脈酸素分圧の低下、呼吸
数や呼吸様式に異常のある者のみの使用とした。
3. 業務量増加となることに対する医師の看護師への遠慮
CO2 使用時は、医師が看護師へ依頼しており、コストや看護師の業務が増加することに遠慮し
ていた医師がいた。全大腸内視鏡受検者に使用することで、医師が使用の度に看護師へ依頼す
ることがなくなった。
4. 対象者の選択
これまで安全性も含め、CO2 使用対象者の基準がなく、大腸内視鏡検査の経験者で以前に検査後腹部膨満に
よる腹痛があった者、検査途中で腹痛を訴えた者、EMR や止血などの処置で検査が長時間になる可能性のある
者などに使用していた。CO2 使用対象者を研究対象者で話し合い、全大腸内視鏡受検者を対象とした。
考察
患者の腹部膨満感や腹痛の軽減のために、CO2 送気を導入したが、その頻度は低かった。その理由を内視鏡室
に業務者に聴取した結果、定着を妨げる 4 因子を抽出した。それらに対応したことで、CO2 送気を全大腸内視鏡
受検者に使用することができた。この経験から新たな装置や薬剤、看護介入も含め、導入後は携わる者で話し
合い、評価していく必要である。今後は、この取り組みが、使用者の満足度や腹痛軽減につながったのかを評
価する必要がある。
結論
CO2 使用の阻害要因として「コスト」「業務量増加」「遠慮」「対象者」の 4 カテゴリーがあった。それらに対
応することで、大腸内視鏡受検者全員に CO2 使用できた。
引用・参考文献
1)American Society For Gastointestinal Endoscopy.Methods of luminal distention for colonoscopy, GASTROINTESTINAL
ENDOSCOPY,2013,77(4),p519-520.
2)M. Geyer,U.Guller,Ch.Beglinger.Carbon Dioxide Insufflation in Colonoscopy Is Safe,Diagnostic and Therapeutic
Endoscopy,2012,1-4.
3)Evan S. Dellon, MD, MPH, James S. Hawk, MD, et al. The use of carbon dioxide for insufflation during GI endoscopy:a
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4)American Society For Gastointestinal Endoscopy.Methods of luminal distention for colonoscopy, GASTROINTESTINAL
ENDOSCOPY,2013,77(4),519-525.
5)Yamano HO,Yoshikawa K,Kimura T,et al:Carbon dioxide insufflation for colonoscopy:evaluation of gas volume, abdominal
pain,examination time and transcutaneous partial CO2 pressure.J Gastroenterol,2010,45,1235-40.
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Ｏ-18 腹腔鏡下大腸切除術における術前点墨法の検討
大腸肛門病センター 高野病院
内視鏡技師 ○西坂 好昭、松平美貴子
医師
中村
寧、野崎 良一
はじめに
腹腔鏡下大腸切除術は、術中の病変部および切除ラインのマーカーとして、術前に病変近傍に墨汁を注入する
点墨法が必要である。当院ではこれまで３方法の点墨法（直接法・生食併用法・サンドイッチ法）が行われてい
た。過去２年間の 3 方法の点墨症例を調査した結果、サンドイッチ法が最も優れていた。現在は全例サンドイッ
チ法で施行している。
今回、腹腔鏡下大腸切除術における術前点墨法の調査結果およびサンドイッチ法の有用性について報告する。
点墨方法
①直接法：穿刺針を墨汁で充満させ、墨汁を直接注入する。②生食併用法：生食を注入し膨隆が形成されたら
一旦針を抜き、同部位に墨汁で充満させた穿刺針を刺し墨汁を注入する。③サンドイッチ法：生食で軽く膨隆を
形成し、穿刺したままの状態でシリンジを変え墨汁を 0.2 mL 注入する。0.2mL の墨汁は穿刺針シース内に留まる
ため、さらにシリンジを変え生食でフラッシュしシース内の墨汁を注入する（表１）。
なお、墨汁は市販の「開明墨汁」を滅菌処理し、穿刺針はトップ内視鏡用穿刺針インパクトフロー25G を使用
している。
対象・方法
調査 1：2010 年 4 月～2012 年 3 月に腹腔鏡下大腸切除術前に 3 方法のうちいずれかの点墨法で実施した 52 例
について、点墨の明瞭さ、術中内視鏡の有無、腸間膜への広がりの有無を retrospective に調査した。
調査 2：調査 1 の結果からサンドイッチ法が最も良好な結果が得られたため、2012 年 12 月以降は全例サンド
イッチ法に統一した。サンドイッチ法症例の点墨の明瞭さ、術中内視鏡の有無、腸間膜への広がりを prospective
に調査した。
結果（表 2）
調査 1：直接法 16 例、生食併用法 26 例、サンドイッチ法 10 例だった。部位は、盲腸～上行結腸 6 例、横行結
腸～下行結腸 7 例、S 状結腸 19 例、Rs～Ra20 例だった。生食併用法で、不明瞭が 2 例（Ra2 例）みられた。2 例
とも生食による膨隆が不十分であった。直接法では、不明瞭 2 例（Rs1 例、Ra1 例）みられ、穿刺が浅かったた
め穿刺部位から墨汁が漏れた症例だった。腸間膜への広がりは 4 例（S 状結腸 2 例、Rs1 例、Ra１例）で、穿刺
が深すぎて腸管外へ漏れ出た症例だった。術中内視鏡は、生食併用法の不明瞭 2 例、直接法の不明瞭 1 例・腸間
膜への広がり 1 例に対し施行された。サンドイッチ法は全例が点墨明瞭で腹腔内への広がりもなく、良好な結果
だった。
調査 2：25 例にサンドイッチ法を施行した。部位は上行結腸 5 例、横行結腸～下行結腸 4 例、S 状結腸 9 例、
Rs～Ra7 例だった。全例が点墨明瞭で、腹腔内への広がりは 1 例もみられなかった。術中内視鏡も施行されなか
った。
結論
腹腔鏡下大腸切除術の術前点墨は、生食で軽く膨隆を形成し、同部位に墨汁を確実に注入することが重要であ
る。
今回の調査結果でサンドイッチ法が最も優れていたことから、腹腔鏡下大腸切除術前の点墨法はサンドイッチ
法が推奨される。

表１

サンドイッチ法

生食注入

穿刺したまま

墨汁0.2ｍL注入

穿刺したまま

墨汁はシース内
にとどまる

表２

生食注入

シース内の墨汁を
生食で押し出す

調査結果

H22年4月～H24年3月
点墨法

明瞭さ

H24年12月～

生食併用法
26例

直接法
16例

サンドイッチ法
10例

サンドイッチ法
25例

明瞭 24例
不明瞭 2例

明瞭 11例
不明瞭 2例

明瞭 10例

明瞭25例

（Ra）

（Rs･Ra）

腹腔内への
広がり

無し

4例
（S･Rs･Ra）

無し

無し

術中内視鏡

2例

2例

無し

無し

連絡先：〒862-0924 熊本市中央区帯山 4-2-88
℡096-384-1011
Fax096-385-2890

Ｏ-19 超音波内視鏡下による神経叢ブロックを経験して
八尾徳洲会総合病院 ○中西 孝次、藤村

篤志、倉田

敬済

超音波内視鏡下による腹腔神経叢ブロックを経験して当院では 2012 年 9 月より超音波内視鏡を導入し 2013
年 8 月迄に EUS を約 100 例、うち EUS-FNA を 20 例施行した。その中で、腹腔神経叢ブロック介助をＦＮＡ20
例目で経験したので報告を行う。腹腔神経叢ブロックとは、腹腔神経叢を破壊することで疼痛を無くす治療で
ある。腹腔神経叢は、横隔膜の大動脈裂口直下で腹腔動脈、上腸管膜動脈の起始部を包んでいる。この腹腔神
経叢を超音波内視鏡ガイド下で穿刺針を用いて無水エタノールを注入し腹腔神経叢ブロックを行う。【目的】
今回神経叢ブロックにて腹腔動脈根部の両側に無水エタノールを注入し、神経叢ブロックを行った。
【方法】1）
施行医師が超音波内視鏡にて胃体部より大動脈、腹腔動脈、上腸管膜動脈を超音波内視鏡画像にて描出する。2）
カラードップラーモードにて各種動脈であることを確認する。
3）腹腔神経叢を超音波内視鏡下画像で確認する。
4）生理食塩水で充填した超音波内視鏡穿刺針を超音波内視鏡鉗子口より挿入する。5）超音波内視鏡穿刺針の
シースを胃粘膜に接触させた状態で静止画像にし、腹腔神経叢と穿刺針シース先端までの距離を測定、超音波
穿刺針の針の長さと角度を決める。6）医師の指示にて超音波画像を確認しながら、
超音波内視鏡穿刺針を出し、
針先が腹腔神経叢を捉えていることを確認し、無水エタノールを注入する。この時に、針先が各種動脈を捉え
ていない事を確実に確認する。7）無水エタノールを注入後、針先をシース内に収納し、出血が無い事を確認し
治療終了となる。

【結果】この治療を行った患者の経過は良好で、腹腔神経叢ブロックの効果が認められた。
【総括】この手技を実際に行ってみて、超音波画像の見方や、デバイスの取り扱い方の知識やトレーニングは
もちろん最低条件として必須であるが、医師との連携や間のとり方など、日頃からの医師との信頼関係の深さ
が、治療の成功率に反映されると感じた。今後も治療適応の患者に対し、選択肢の 1 つとなり得ると思われる。
治療に参加するスタッフとしてより確実、安全な治療となり得るように日々研鑽していきたいと思う。
[抄録再掲載]
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セデーション非使用例での上部消化管内視鏡検査時における体位の検討
医療法人あさひ会 金子病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○松島 貴博
看護師
冨永かおり、橋口コズエ
医師
金子 洋一、松本 正隆、坂元

昭彦、金子 公一

はじめに
近年、上部消化管内視鏡検査（以下ＧＦ）を施行する際、患者に苦痛のないようセデーションを使用しての
無痛胃カメラを行う施設が大多数を占めている。しかしながら、セデーションを使用すると覚醒後の再鎮静等
の問題から、医療機関への交通手段の制限や検査後に仕事や用事に行けなくなる等の理由で、セデーションを
使用せずに検査を行う方も少なくない。そのような場合、最も苦痛を感じるとされている咽喉頭部通過時の苦
痛を軽減する為、内視鏡挿入時の体位を検討してみた。
目的
GF 時の咽喉頭部通過時の苦痛軽減の為、挿入時の体位とその有用性について検討する。
対象・方法
・2013 年 1 月～2013 年 8 月までのセデーション非使用例ＧＦ患者 230 名。
・患者には研究の主旨を説明し同意を得たうえで実施とした。
・被検者の平均年齢
68.8 歳
・使用スコープ 「GIF Q-260」
セデーション非使用例の患者に対し、内視鏡挿入時、咽喉頭部が鈍角なラインになるよう介助を行いながら
体位をとってもらう。初めに自分のへそを見るような感じで顎を胸につける。その後、頭を後ろに反らさない
ように顎だけを前に出す。その際、頭が後ろに反らないように後頭部のところに介助者が手をおく。体位が取
れた時点で検査を開始する。検査終了後、患者には挿入時の感想として「楽だった」「まあまあ楽だった」「少
しきつかった」「きつかった」の４つから選択して頂く。
結果
「楽だった」212 名、
「まあまあ楽だった」6 名、
「少しきつかった」7 名、
「きつかった」5 名。楽に感じたとい
う 95％の方々は、挿入時の嚥下反射もみられず検査後 30 分経過時の喉の痛みもなかった。きつく感じたとい
う 5％の方々は、検査後の喉の痛み・不快感等、何らかの違和感を訴えられていた。原因として検査の緊張か
ら首に力が入り思うように体位が取れず、咽喉頭部のラインが鋭角となり、スコープがスムーズに挿入出来な
かったことが考えられた。
考察
今回検討した体位を取ることで、咽喉頭部のラインが鋭角なラインから鈍角なラインになる為、挿入時のフ
ァイバーの角度も緩やかになり、咽喉頭部通過時の苦痛が軽減されたと考えられる。その際、検査時の緊張を
和らげるような声かけ・背中をさする等の介助も必要である。
結語
内視鏡挿入時における今回の体位は、患者だけではなく検査を施行される先生方においても「挿入時のアン

グル操作もほとんど必要なく入れやすい」等の意見も聞かれ、患者の苦痛軽減だけではなく施行医の挿入時の
ストレス軽減においても有用である。
連絡先：〒896－0055 鹿児島県いちき串木野市照島 6002 番地
℡ 0996－33－0011
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先端系ナイフと高周波はさみ鉗子併用における大腸 ESD の
治療成績および治療介助の実際
大腸肛門病センター 高野病院
内視鏡技師 ○松平美貴子、西坂 好昭
医師
野﨑 良一

はじめに
当院では 2011 年 3 月から胃 ESD を経験することなく大腸 ESD を導入した。ESD のデバイスは、初心者でも導
入しやすい高周波はさみ鉗子クラッチカッター（ClutchCutterⓇ：CC、富士フィルム社製）を選択した。CC は
１本で ESD の全過程を完遂できるが、口側の粘膜切開に難渋したり、鉗子の操作性が悪くなる場面を経験する。
そのため、2012 年 9 月以降は先端系ナイフのデュアルナイフ（Dual KnifeⓇ：DK、オリンパス社製）も併用し
ている（図１）。
今回、CC 単独と DK＋CC 併用の治療成績の比較、および大腸 ESD 介助の実際について報告する。
表１ 治療時間の比較
平

均

最

大

最

小

CC 単独

63.0±40.3 分

180 分

10 分

DK+CC 併用

48.3±27.1 分

135 分

15 分

Dual Knife：DK
（オリンパス社製）

図１

P=0.005

ClutchCutter：CC
（富士フィルム社製）

大腸ＥＳＤ時の使用デバイス

医師は両手で内視鏡を操作し、
治療介助担当の内視鏡技師は 、
両手で局注やデバイス操作を

図２ 治療中の様子（ClutchCutter 使用中）

対象・方法
粘膜切開・トリミング・粘膜下層剥離の全過程を CC1 本で完遂した群を CC 単独群とし、粘膜切開・トリミン

グは DK、粘膜下層剥離は CC を使用した群を DK+CC 併用群とした。大腸 ESD172 例（CC 単独群 85 例、DK+CC 併
用群 87 例）に対し、部位・形態、病変・切除標本の大きさ、治療時間、偶発症発生などを比較した。
結果・考察
患者背景は、CC 単独群は男性 51 例、女性 34 例、平均年齢 68.3 歳、DK+CC 併用群は男性 53 例、女性 34 例、
平均年齢 66.4 歳で両群間に有意差はなかった。
部位・形態・病理組織結果においても有意差はみられなかった。
病変の大きさの平均は CC 単独群 31.0±12.0mm（最大 80 ㎜、最少 7 ㎜）、DK+CC 併用群 32.5±11.9mm（最大 67
㎜、最少 12 ㎜）
、切除標本の大きさの平均は CC 単独群 41.2±12.7mm（最大 90 ㎜、最少 20 ㎜）
、DK+CC 併用群
42.7±12.9mm（最大 80 ㎜、最少 15 ㎜）で有意差はなかった。治療時間は CC 単独群 65.0±40.3 分、DK+CC 併
用群 48.3±27.1 分で DK+CC 併用群の方が有意に短かった（P=0.005）
（表１）。偶発症は、CC 単独群で遅発性穿
孔が 1 例みられたが、DK+CC 併用群は発生していない。以上の結果から、治療成績は DK+CC 併用群の方が優れ
ていた。
介助の実際
大腸 ESD 時は医師１名と内視鏡技師 2 名が担当する。内視鏡技師は、1 名は治療介助（医師の介助）を行い、
1 名は記録・観察・薬剤・高周波装置操作・デバイス準備などを行う。医師は両手で内視鏡を操作し、治療介
助担当の内視鏡技師は両手で局注やデバイス操作を行っている（図 2）
。局注針や DK は右手でハンドル部を操
作し、左手は鉗子口部でシースを把持し出し入れする。CC 操作時は、左手でハンドルを把持し開閉と回転操作
を行い、右手は鉗子口部でシース部を把持し出し入れしている。この介助方法により治療時間の短縮や治療成
績の向上につながっていると思われる。
結語
大腸 ESD を施行した 172 例のうち、高周波はさみ鉗子クラッチカッター単独群と、先端系ナイフのデュアル
ナイフとクラッチカッター併用群を比較した。DK+CC 併用群の方が、治療時間が有意に短縮化され安全性も優
れていた。
したがって、大腸 ESD において先端系ナイフとはさみ鉗子の併用は有用であると思われる。
連絡先：〒862-0924 熊本市中央区帯山 4-2-88
℡096-384-1011
Fax096-385-2890
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内視鏡付属品の超音波洗浄による付着物の軽減
プロトコールによる細菌培養とＡＴＰ／ＡＭＰを併用して

○鷲尾
田中

日本医科大学付属病院 内視鏡センター
祐子、松尾 晴香、広瀬 杏里、笹野
恵、本橋 昌美
宏美、林 喜久代、田辺真理子、佐藤トキ子

目的
本院では、自動洗浄機にフタラール製剤を使用している。プロトコールの発表を期に、内視鏡の細菌培養と
ATP／AMP (体液・微生物に含まれる成分、以後 ATP）の調査したところ、付属品から細菌が検出された。今回、
超音波洗浄をすることで、付属品の付着物を軽減できるのではないかと考えて、超音波洗浄前と超音波洗浄後
の細菌培養と ATP 測定を併用し調査を行った。
方法
一日の検査に使用した内視鏡を３本、フタラール製剤使用による自動洗浄消毒後に、保管庫に収納し翌朝調
査を行った。調査部位は、内視鏡先端・鉗子栓・吸引ボタン・送気送水ボタンの４部位、付属品３種の超音波
洗浄前（剥離液容器内の振り落とし）と超音波洗浄後を比較する為、１内視鏡つき計７検体を採取した。１回

につき３本の内視鏡を調査し７回実施、合計 21 本、内視鏡先端を含む 147 検体を採取した。１本不潔になり対
象外とし為、付属品の 120 検体を対象とした。Kikkomann ルミテスターPD20TM で ATP 測定をする為、プロトコ
ールでは剥離液は生理食塩水であるが蒸留水を使用。
（以後、剥離液又は超音波前液・超音波後液とする）内視
鏡先端部は綿棒で拭き取り、蒸留水中に振り落とし培養とＡＴＰ測定を実施。剥離液は蒸留水を内視鏡先端１
mL、鉗子栓 30mL、吸引ボタン 30mL、送気送水ボタン 30mL 使用した。付属品３種は、各１個ずつ超音波前液に
入れ１分間震盪。その後、容器から取出し、新しい容器に入れ 10 分間超音波にかけ超音波後液とし、内視鏡先
端部と超音波前・後の付属品剥離液の培養と ATP 測定を行った。

ATP値 25

超音波前

超音波後
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5
0
B鉗子栓
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超音波後
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C吸引ボタ
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D送気ボタ
ン
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図１ 付属品 3 種超音波洗浄前後 20 回ＡＴＰ測定の平均値比較
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吸引ボタン超音波前
吸引ボタン超音波後
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図２ 吸引ボタンの７回超音波洗浄した超音波前・後のＡＴＰの変化

結果
抗酸菌は不検出。内視鏡先端部から細菌は不検出。付属品 120 検体中、超音波前液 60 検体中２検体から、付
属品超音波後液 60 検体中１検体から細菌を検出した。細菌検出量はプロトコールの許容範囲内だった。３検体
の超音波前・後の細菌検出量とＡＴＰ値の変化は①鉗子栓超音波前液 2CFU：ATP6・超音波後液 0CFU：ATP3、②
吸引ボタン超音波前液 4CFU：ATP15・超音波後液 0CFU：ATP15、③吸引ボタン超音波前液 0CFU：ATP29 超音波後
液 10CFU：ATP109 であった。付属品３種、超音波洗浄前後 20 検体の ATP 測定の平均値を図１に示した。吸引ボ
タンは、平均で超音波前 12.95、超音波後は 23 であった。吸引ボタンの超音波前と後の１回３個を平均し、超
音波洗浄を７回行った 20 個の結果を図２に示した。
（注：16 番は不潔となり対象外）超音波前の ATP 値は７回
共にほぼ平均しているに対し、超音波後の ATP 値は検査開始の前半が高く、中盤・後半は超音波前液とほぼ変
わらない値を示した。
考察
細菌検出した３検体中１検体は、超音波洗浄後液から検出した点と超音波洗浄開始からの７回、前・中・後
半の ATP 値の変化は、付属品に定着した物質が超音波洗浄によって剥離したことにより中・後半と剥離可能な
付着物が減少し、超音波洗浄の有効性が示されたと考える。

結論
付属品の超音波洗浄を繰り返し行うことで、超音波洗浄を行うたびに、ATP 値の上昇が認められるのではな
いかと予測して調査を行った。しかし、結果は、超音波洗浄を繰り返すことで ATP 値は低減した。細菌培養と
ＡＴＰ値を測定したことによって、付属品の清浄度を知ることができた。付属品の清浄度を高める為に超音波
洗浄が有効であることが分かった。今後は超音波洗浄の有効活用を検討していきたい。
連絡先：〒113-0020 東京都 文京区 千駄木 1-1-5
℡03-3822-2131 内線 6778
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内視鏡予備洗浄時における ATP を用いた清浄度評価
大阪医科大学附属病院
消化器内視鏡センター ○阿部
山口
感染対策室
川西
消化器内科
竹内
小嶋
㈱大阪医大サービス
津田

真也、柴森 直也、比嘉
朱美
史子、柴田有理子
利寿、楢林
賢、梅垣
融一、樋口 和秀
直美、安藤恵美子、森川

克也

英次
敬子

背景
消化器内視鏡領域に用いる内視鏡の消毒は、各ガイドラインで高水準消毒をすることが，定められている。
高水準消毒は適切な予備洗浄と濃度管理された消毒液を用いることで可能となるが，有機物が残存したままの
機器を消毒液に浸漬させるとバイオフィルムの形成を助長させるため，予備洗浄後の客観的な指標が必要と思
われる。
目的
内視鏡センターでは，血液や汚物などの付着が著しいハイリスク汚染の内視鏡洗浄時に，清浄度を示す客観
的な指標として，予備洗浄後に ATP 測定を行っている。今回，ATP データを振り返り，ハイリスク汚染時にお
ける ATP 測定の有用性について検討した。
※Adenosine triphosphate：アデノシン三リン酸（ATP）
対象
2013 年 7 月～9 月の期間において，ハイリスク汚染内視鏡として測定した 45 症例を対象とした。
方法
ハイリスク汚染内視鏡に対して，通常ブラッシングと十分なすすぎを行った上で目視にて汚れの除去を確認
した後に ATP のサンプリングを行った。測定箇所は内視鏡先端部，内視鏡彎曲部，鉗子挿入口の 3 カ所とした。
尚，予備洗浄後の ATP 基準値を，120 RLU 以下で自動洗浄器開始とし， 220RLU 以下で流水すすぎ 1 分間追加，
ATP 値 220RLU 以上で再ブラッシングを行い再測定している。
（※予備洗浄後すすぎ水の平均 ATP 値 20 RLU を上
限誤差範囲として設定した。）
測定器具はルミテスターPD-20Ⓡ（キッコーマン製）
，洗浄液は H クリーンⓇ（HC 研究所）
内視鏡洗浄ブラシは PULL THRU DEVICEⓇ（FR ギャランタイマニュファクチャリング製）またはエンドスコープ
クリーニングブラシⓇ（CONMED 製）を内視鏡により使い分けしている。
結果
1.ハイリスク汚染症例の内訳であるが，EUS-guided hepaticogastrostomy（EUS-HGS）16 例，ESD 出血 7 例，
前処置不良 6 例，ERCP(血液付着時) 4 例，下血 4 例，生検後出血 3 例，EMR 出血 1 例となった。
2.ATP 測定値であるが，120 RLU 以下 21 例（46.7％）
， 220RLU 以下 13 例（28.9％），220RLU 以上 11 例（24.4％）

となった（図１）。
3.ATP 値 120RLU 以 上 の 内 視 鏡 内 訳 は 、 GF-UCT260(51.9 ％ ) 、 GIF-H290(11.1%) 、 GIF-H260Z(11.1%) 、
PCF-H290(11.1%)、JF-260V(7.0%)、PCF-Q260AZI(7.0%)となり、構造が複雑な GF-UCT260(コンベックス型超
音波内視鏡)の比率が高かった（図２）
。
4.基準値以上の内視鏡に対する再洗浄後の測定結果はいすれも 50 RLU 以下であった。

考察
1.220RLU 以上の内視鏡であるが，ERCP や EUS の特殊機器が大半を占めており，ATP 測定と同時に行った細菌培
養の結果がカンジダ菌のみ検出されたことから，内視鏡挿入時に鉗子起上装置部分に入り込んだ粘膜が起因
と考えられた。
2.前処置不良時における下部出血症例においては、初回洗浄では ATP 値が高値であったが繰り返し再洗浄を行
い ATP 評価することで清浄度を保つことが可能となった。
3.ハイリスク群内視鏡の洗浄は、繰り返し洗浄することで、洗剤濃度が高くなる傾向があるため，洗剤成分の
残存は ATP 値に反映されないことを念頭におき、十分なすすぎ時間をマニュアルとして設定する必要がある
と考えられる。
結果
ハイリスク群に対する予備洗浄時の ATP 測定は，清浄度基準を作成することで，測定基準や洗浄方法が明確
になり，スタッフの清浄度意識向上に有用であった。
参考文献
1)田村君英編集；内視鏡技師・看護師ポケットナビ．中山書店 2012：180-194

連絡先：〒569-8686 大阪府高槻市大学町２−７
℡ 072-683-1221
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スポンジ型ディスポーザブルブラシにおける内視鏡スコープ洗浄方法の検討
奈良県立医科大学附属病院
医療技術センター２係
○多山
幸、穐西 宏哉、横田 基次、萱島
中央超音波内視鏡 看護師 谷口 弘美
中央超音波内視鏡 医師
山尾 純一、藤井 久男

道徳

はじめに
WGO-OMGE/OMED（2005 年）のガイドラインでは，デイスポーザブル洗浄ブラシが推奨されており，数種類の
洗浄ブラシを検討の結果，洗浄効果が高かったスポンジ型デイスポーザブル洗浄ブラシを 2013 年 9 月より当院

で採用した。
スポンジ型ブラシの洗浄方法には吸引口よりスポンジ側を挿入する方法，
（以下，挿入法）とスコープ先端よ
りスポンジを引き抜く方法，
（以下，引き抜き法）があるが，ブラシの変更に伴う混乱を避けるためにリユース
羽型ブラシと同様の挿入法での洗浄を行うことにした。しかし，挿入法は摩擦力のため洗浄に時間がかかるこ
とや洗浄員の手に疲労感を感じるとの意見があがり，挿入法と引き抜き法での洗浄効果と作業効率について比
較検討を行ったので報告する。

図１．スポンジブラシ洗浄方法
表１．洗浄効果

表２．洗浄時間

ｎ＝15

対象
1.検討期間：2013 年 10 月 7 日から 2013 年 10 月 15 日
2.洗浄ブラシ：パイオラックス社製，新洗組○R（2.8 ㎜～3.2 ㎜）
3.対象スコープ：F 社製上部消化管検査用スコープ（鉗子口 2.8 ㎜）
4.測定器：キッコーマン社製，ルミテスター○R

方法
スコープを挿入法（A 群）と引き抜き法（B 群）に無作為に割付け，スポンジブラシでの洗浄後に鉗子口より
滅菌済みの鉗子を挿入，内視鏡先端部より滅菌ガーゼを引き抜き，滅菌蒸留水 100ｍｌへ浸し，蒸留水の RLU
を測定した。両群について，RLU 値で洗浄効果を，洗浄時間で作業効率を比較検討とした。ブラッシング回数
は各管腔ともに２回とし，洗浄時の水道水は最大で，洗浄者は内視鏡技師の同一人物とした。また，活性阻害
を考慮し，スコープは検査・処置終了後に蛋白分解剤でのベッドサイド洗浄を行わずに測定とした。
結果
洗浄効果は，A 群平均 5.2±2.2RLU，B 群 6.4±2.5RLU，ｐ値＝0.61 と有意差を認めなかった。洗浄時間にお
ける洗浄効率に関しても A 群平均 79.1±5.9 秒，B 群 78.1±4.4 秒ｐ値＝0.18 といずれも統計学的有意差は認
めなかった。
考察
A 群はブラシが通る回数が４回，B 群は２回であるが，スポンジブラシが管内に密着しているため，洗浄力が
高く，RLU に有意差が出なかったと考える。また，洗浄にかかる時間は，B 群は A 群と比較して挿入しやすいが，
ブラシを引く抜く際に汚染物が飛散しやすいため，慎重に洗浄したためと考える。
結語
洗浄時間、洗浄力に有意差がなく，両群ともに回数に関わらず洗浄力が高かった。しかし，汚染物の飛散を
考えると，疲労感があるが，洗浄槽の狭い当院での洗浄方法は従来通りの A 群の挿入法での洗浄が最良と考え
る。今後，機種や経験年数，資格の有無での洗浄力の違いを検証することとする。
参考文献
1）WGO-OMGE/OMED（2005 年）Practice Guideline Endoscope Disinfection

連絡先：〒634-8522 奈良県橿原市四条町 840
℡0744-22-3051（内 5200）中央超音波・内視鏡部
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過酢酸濃度の臨床的使用の実際〜基礎検討を踏まえて〜

神戸大学附属病院 光学医療診療部
○野田 有希、阪梨

悟、市之瀬 透、川波 由葵、相原 雅士

壷内 晃介、坂本 麻美、吉村 兼(コースディレクター)

消毒の前に…
臨床使用された内視鏡は血液、体液、微細組織片、微生物などによって、有機物汚染されている状態である。
機材表面に直接、消毒剤を触れさせ効果を得るためには、汚れを取り除くまでの洗浄が重要である。
当診療部では、用手洗浄後の内視鏡の清浄度が水道水レベルにまで落とした状態のものを内視鏡洗浄消毒装置
（以下、装置）にセットしている。
高水準消毒薬

内視鏡はスポルディングの分類によって高水準消毒するよう定義されており、過酢酸製剤を採用している。使
用可能な濃度の過酢酸であることを確認した上で、装置をスタートさせることが理想であるが、現状では現実的
な対応策ではない。
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によると経時的な分解と水による希釈が使用
期限を左右する因子として挙げられている。

（図）
施設の濃度規制
濃度測定のタイミングは①過酢酸を調合した時点のタンク内、②稼働初回（1日目/1回目）、③その日の最終回
の濃度、④翌日初回、⑤廃液前と決めている。
稼働日の初回と最終回は必ず濃度の確認を原則 行っており、基礎検討では、消毒工程中における採取のタイ
ミングや、連続回転させた いずれの回においても、有効濃度の範囲内において、急激な濃度の乱高下は経験し
てはおらず、回数ごとに緩やかに下がることを確認した。また、１回当たりの濃度低下、経時的劣化を考慮した
結果、過酢酸濃度が0.220%以上であることを前提に装置をスタートさせている。稼働日の最終回の過酢酸濃度が
0.220%以上であれば、初回から最終回までの濃度は理論的には担保されているはずである６）。

実際の臨床現場

上記は必要最低限の測定数とタイミングであり、実際には、日中のタイミングで濃度測定を加え、想定外の濃
度低下を事前に回避する工夫をしている（図）
。
想定外とは、基礎検討で低確率に発生している要素、過酢酸の特性による温度、湿度などの条件、セットした
内視鏡の違いなどの臨床的な要因が複雑に関与していると考えている。何が原因か追求することよりも、臨床的
なテクニックによる微調整で対応が可能である。
点と点を結んで傾きを求めるようなイメージで濃度低下の補正をしたいため、（稼働日 初回の濃度にもよる
が）数回使用したタイミングの日中に一度、測定作業をしている。
基礎検討による濃度低下の傾きと実際の測定による傾きの推移を監視しながら、後々の測定するタイミングと
数に微調整を加えている。
予測と実際のシューティングを繰り返しながら、臨床に即した効率的な業務となっている。

濃度管理も技術
技術とは、何らかの目的を達成するために用いられる手段・手法のことである。基礎検討には、過酢酸の特性
を知ることに重点があり、ぶれ幅を抑えたデータから導かれる結論となる。一方、臨床の場では、基礎検討通り
の予測だけでは通用しない状況下におかれることも少なくない。
過酢酸濃度を合理的かつ安全に管理するという目的を達成するために、基礎検討を踏まえた結論と現場で可能
な手段を組み合わせた運用ができており、これが濃度管理における我々の技術であると自負している。

参考文献
1) 日本消化器内視鏡技師学会：内視鏡定期培養検査プロトコール,会報 No.48 別冊
2) 吉村 兼、野田 有希：過酢酸製剤の劣化に着目した洗浄消毒装置使用時のレギュレーション,第 27 回日本環境感染学会総会プ
ログラム•抄録集,2012.p248
3) 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作成委員会：消化器内視鏡の感染制御に関するマルティソサエ
ティ実践ガイド改訂版
4)吉村 兼、只石裕子：消化器内視鏡介助•看護洗•洗浄消毒•トラブルシューティング,2012. P62-99
5)吉村 兼 ほか：清浄化の観点から追求してきた hospitality,日本消化器内視鏡技師会会報：No50.P49-51
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ERCP 時に用いる放射線被曝防護装置による散乱線量の検討

公益財団法人 北海道医療団 帯広第一病院
内視鏡センター ○本間
瞳、櫻田冨美枝、大坂 逸子、吉田久美子
菖蒲 麻由、西野 姿子、三田 知子、和地 光枝
宮下
司、對馬 直美
画像診断科
高地 宏修
消化器内科部長 内視鏡センター長
三関 哲矢
諸言

当院における昨年度（2012 年 4 月から 2013 年 3 月）の ERCP は 187 件であり、検査により医療従事者は散乱
線による被曝を受けている。他院で放射線防護具を用いることで医療従事者の被曝が軽減できたとの報告があ
り、当院でも羽衣防護カーテンⓇ（以下防護具）を導入した。
今回の防護具導入により、医療従事者が受ける散乱線量の変化について放射線測定器を用いて検討を行った。
また当院では検査時に患者の安全安楽のため、患者頭側に看護師を配置しているが、この位置での散乱線の変
化についても検討を行った。

図１ 透視時の散乱線量の変化

（ mSv/hr ）

図２ 撮影時の散乱線量の変化 （ μSv ）

図３ 一検査あたりの各位置における散乱線量の変化

方法
医療従事者各位置での散乱線量（透視時および撮影時）を測定した。
1.透視台の高さ 85cm・放射線測定器の高さ 120cm。
2.模擬ファントムとして水を入れたプラチック製の容器を用意した。
(幅 28x 縦 90 x 高さ 20 ㎝)

（ μSv ）

3.測定位置（照射野中心からの距離）:術者（91cm）･介助者①（150cm）･放射線技師（83cm）･
記録者(117cm)･頭部介助者(110cm)･介助者② (231cm)
4.撮影時の線量は、測定の誤差を考え 3 回測定し平均値と標準偏差値を算出した。
透視時の線量は、放射線量率が安定した時点での数値を測定した。
5.撮影条件 79kV・320mA・46msec、透視条件 83kV・3.1mA
6.直近 30 症例のデータより得た平均透視時間(10.91min)、撮影回数(9.57 回)から１検査あたり散乱線量を
求めた。
結果（図１～３）
今回の測定位置 6 か所のうち 4 か所では 80%以上の減少が見られた。減少率の一番低いところ
であっても 44%の減少が見られた。
１検査あたりの散乱線量は、術者:271.29μSv から 38.25μSv、介助者①:97.39μSv から 19.13
μSv、放射線技師:349.40μSv から 48.30μSv、頭側介助者:155.25μSv から 57.86μSv の減少であった。
考察・結論
医療従事者が受ける散乱線は、防護具の使用により大幅な減少を認めた。また患者頭側の介助者位置での散
乱線量も、防護具の使用により十分な減少につながることが確認された。現時点で医療従事者に年間許容線量
を超えているものはいないが、被曝線量は軽減されることは望ましいと考える。
今回の測定では照射中心からの距離と散乱線量が相関しない部分があった。防護具の裾部分の形状による影
響の可能性もあり、今後形状の修正と対策が必要と考える。各医療者位置での散乱線量の差が大きいことから、
配置のローテーションを行うなどの対策により、
医療従事者のさらなる被曝線量の低減が可能であると考える。
参考文献
1）糸井隆夫：ERCP 関連手技の指導と教育,胆道.20 巻 5 号,2006
2）青木俶子：独自に改良した ERCP 専用の X 線防護具の有用性,日本放射線技術学会雑誌 Vol.62.
No.9,2006
3）古西健太：ERCP 検査における防護具の作成と防護効果について,中四国放射線医療技術第 7 号
胆道,2011
4）木曽まり子:ERCP 施行時の防護具が患者に与える医療量の検討,第 49 回日本胆道学会学術集会. 2013
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安全な内視鏡検査への取り組み
～患側処置禁止患者のリストバンド導入を試みて～
順天堂大学医学部附属練馬病院 内視鏡センター
橋本麻菜美、清水
紫、芳中 実樹、笠井 範子

はじめに
近年、内視鏡検査を受ける患者数の増加に伴い、
様々な疾患を抱えて検査を受けている患者が来院している。
当院でも、昨年度年間総件数は約 6,300 件であり、そのうち乳癌術後患者や透析用シャントを造設している患
者は相当数となり、それらの患者は、患側での血圧測定や点滴の挿入などが禁止されている場合が多く、当院
でも患側処置禁止患者として対策をしている。しかし今回、看護師の思い込みによるヒューマンエラーが原因
で、血圧測定をしそうになったヒヤリハット事例が発生し、患側処置禁止患者への対策の再検討・比較・実施・
評価を行ったためここに報告する。
目的

患者の個別性を理解し、更なる安全な内視鏡検査の看護を実践する。
期間
2013 年 5 月 9 日～2013 年 5 月 25 日

現対策 ②

現対策 ①
問診表に赤ペンで患
側処置禁止であること
を記入

患側処置禁止の
札を内視鏡画面
の横に貼る

処置禁止の札を問診
票に付け、問診を聴
取した看護師が検査
室看護師に申し送る

検査室のスタッ
フに注意喚起す
る

図１

図２

結果 案②リストバンド

結果 案①プラカード
プライバシーの問
題や掛物により、
常時確認するこ
とが困難
掛物で隠れ
て見逃して
しまう！！
図３

患者の手首に直接装
着することで、処置を
しそうになった場合で
もリストバンドで再
確認できた
ス トッキネットのため患
側を締め付けること
もない
ストッキネット（アルケア）を使用
図４

素材：綿100％
伸縮率：約3倍

方法
現対策に追加する対策を比較・検討した。
（現対策）
①問診票に赤ペンで、患側処置禁止であることを記入し、問診を聴取した看護師が検査室担当看護師に申し
送る(図 1)。
②患側処置禁止の札を内視鏡検査画面の横に貼り、検査室内のスタッフへの注意喚起をする（図 2）。
（現対策に追加する対策）
案①スタッフが把握できるように、患側処置禁のプラカードを首から下げてもらう。
案②整形外科で用いるストッキネット（素材：綿 100％、伸縮率：約 3 倍）に赤字で処置禁止
と書いたものをリストバンドとして患側の手首に装着してもらう。
倫理的配慮
調査で得られた情報は、了承を得て個人が特定されないことを配慮し実施した。
結果
案①プライバシーの問題や掛物により、常時確認することが困難であった（図 3）。
案②患側の手首に直接装着することで万が一、処置をしそうになった場合でもリストバンドで
再確認でき、看護師の見落としもなく、患者自身の意識付けにもなった。また、ストッキ
ネットを用いることで伸縮性があるため患側を締め付けることなく使用できたため、当院
では案②を採用し実践することとなった（図 4）
考察・結語
検査部門のように習慣化された業務のなかでは、思い込みが発生しやすくヒューマンエラーにつながるケー
スが少なくない。エラーとは、多くの目（チェックシステム）を通ることによって、減らしていくことが出来
る。そのため現対策に更に追加したリストバンドを患者の腕に直接装着することで視覚に対する注意喚起の強

化がおこなえた。よって今回のリストバンドを使用した対策は、効果的であったと考える。また、人間が行動
する以上、様々な場面でヒューマンエラーは起きうるが、医療の現場においては度々重大な医療事故に発展す
ることがあるため、対策を講じる必要がある。それは必ずしも、看護師や医師のみがヒューマンエラーを起こ
すのではなく患者もその一人と言われている。そのため、今回の対策で作成したリストバンドは、患者の意識
を高め、患者の協力を得ることで、更にヒューマンエラーの回避に効果的だったと考える。そして今後の展望
として、患者背景の多様化に伴い、個別性を捉えた質の高い看護と安全な内視鏡検査が提供できるよう取り組
んでいきたい。
参考引用文献
1）釜 英介：
「リスク感性」を磨く OJT、人を育てるもうひとつのリスクマネージメント日本看
護協会出版：2004.4
2）医療安全推進のための標準テキスト：日本看護協会出版：2013.11
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Ｏ-28 安全で安楽な内視鏡検査・治療をめざして～BIS モニタの導入～
医療法人 芳泉会 芳野医院
内視鏡技師・看護師 ○水上恵美子、松山美奈子、水上 晴美、近藤 美喜
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はじめに
当院では内視鏡の検査・治療を安楽に受けていただけるよう、希望する患者様に鎮静剤等を使用し行ってい
る。2013 年 5 月に麻酔深度の確認・管理を目的に脳波スペクトル分析装置(以下 BIS モニタ)を導入した。より
安全で安楽な検査・治療をめざし検討した BIS モニタによる麻酔管理と観察ポイントについて報告する。
背景
当院はクリニックであり、スタッフは内視鏡医 1 名、看護師 12 名そのうち ACLS 資格保有者 6 名(うち内視鏡
技師 4 名)にて通常の診療と内視鏡検査・治療を行っている。回復室がないため検査・処置終了後外来通院で可
能な場合、外来処置室で覚醒が確認できるまで休んでいただいている。
BIS モニタ使用の実際
治療内視鏡時は BIS モニタを下限 40 上限 80 に設定.使用薬剤はプロポフォール(１％ディプリバンⓇ)ペチジ
ン塩酸塩(オピスタンⓇ)ミダゾラム(ドルミカム注Ⓡ)等。
使用例をグラフ図１～3 に表している。検査後 BIS 値がどのように推移するかを観察するため拮抗剤を使用し
ていない症例を選択。
症例 1 は上部内視鏡検査時に装着している症例。ドルミカム 4 ㎎を静注 1 分後にスコープ挿入.検査時間は
19 分。検査終了 6 分後より BIS 値の下降がみられ、11 分後最低値 40 台を示している。その後観察者がゆさぶ
ることで BIS 値が上昇し始め 80 台に戻り、24 分後に BIS 値 90 以上、回復スコア 9 点にて退出（図 1）
。
症例 2 も上部内視鏡検査時装着。ドルミカム 4ｍｇ静注 1 分後スコープ挿入。検査時間は 9 分。検査終了 9
分後から BIS 値が 60 から 40 に下降,呼名も反応なし。体動なし。検査終了後のほうが BIS 値が下がっているこ
とが分かる。22 分後ようやく呼名にて開眼する状態に戻り BIS 値が上昇し始め、27 分後 BIS 値 90 台回復スコ
ア８点で退出（図 2）
。
症例 1、
2 において検査終了直後にうなずきや返答があっても時間をおいて再度深い鎮静状態になっているこ
とが分かる。

症例３は胃瘻造設術時に装着。オピスタンと１％ディプリバンを併用した症例。ディプリバンを使用する際
は TCI ポンプにて持続静注で行い、BIS 値や体動の有無などを観察しながら施行医に報告。ディプリバンの注
入量を設定し処置を進めている。この症例では処置中 BIS 値が設定内で推移、処置終了後 80 台に上昇し 12 分
後に BIS 値 98 で退出 (図 3)。

検査・治療中は BIS モニタ,呼吸心拍管理モニタ、睫毛反射の有無、胸郭の動き、体動の有無などを観察し施
行医に報告する。検査・治療終了後は覚醒状態を確認.BIS モニタ値が 80 以上且つ回復スコア 8 点以上で覚醒

良と判断し退室する。退室後 2 時間は注意して観察する。
考察
BIS モニタ導入以前の麻酔深度は体動の有無や睫毛反射の有無、声かけにより判断していた。導入後は BIS
値も判断指標のひとつとなり、
体動が起こる前に薬剤の追加投与が可能,安定した麻酔深度を保ち体動による検
査・処置の中断を最小限にできたと考える。その反面観察者はこれまでの観察に加え BIS モニタの観察が増え
大変さを感じた。また検査終了時呼名反応があっても刺激をやめると BIS 値が 80 以下になる場合もあり、自然
に BIS 値が 80 以上になり覚醒するまでの状態観察の重要性を感じた。BIS 値は解析に数秒かかるため実際とは
60 秒程のタイムラグが生じ、また筋電図や電気メスなどの影響を受けることも観察時の注意点であり、BIS セ
ンサのコスト面の問題もある。
結語
当院において BIS モニタの導入は検査・治療内視鏡時の麻酔・鎮静剤を安全に使用する上で有用である。ま
た、検査・治療中のみならず終了後の患者観察の重要性を再認識でき、これからも安全で安楽に検査,治療を受
けていただけるよう努力したい。
■利益相反 なし
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