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当院における新規大腸内視鏡検査前処置薬導入に向けた取り組み
～安全性・確実性を求めて～
東海大学医学部付属大磯病院
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背景
当院では、ポリエチレングリコール電解質製剤の優れた洗浄効果を保持しつつ、患者の受容
性を改善することを目的に開発された、新しい経口腸管洗浄剤モビプレップⓇ配合内用剤（以下
モビプレップⓇ）を、2013 年 8 月より試用開始となった。
目的
在宅で安全・確実に服用できる当院独自の服用方法(以下大磯Ｍ法)を考案し、検査前日の
マグコロールＰⓇと検査当日ニフレックⓇ配合内用剤を服用する従来法（以下Ｎ法）と検査
当日モビプレップ®のみを服用する大磯Ｍ法の腸管洗浄効果を比較したので報告する。
期間及び対象
1）Ｎ法：2011 年 6 月～2012 年 9 月。
大腸内視鏡検査受診患者 505 名。
男性：305 名、女性：200 名、平均年齢±SD：65±14 歳。
2）大磯Ｍ法：2013 年 9 月～2014 年 3 月。
大腸内視鏡検査受診患者 162 名。
男性：86 名、女性 76 名、平均年齢±SD ：66±14 歳。
方法
1.メーカー推奨の服用例である「モビプレップⓇ1L＋水 500ml、追加必要時はモビプレップⓇ500ml＋水 250ml
を服用する。
」という方法は、Ｎ法に比べ煩雑となる。また当施設の被検者は年齢層が比較的高いため、水分
摂取量不足による脱水が不安視された。そこで脱水予防のため、(1)起床時にコップ 1 杯 180ml の水を飲用。
(2)モビプレップⓇ180ml を 2 杯＋水 180ml を 1 杯服用。(2)を 1 セットとし、繰り返し服用するという、安全
性・確実性を追求した当院独自の方法（以下大磯Ｍ法）を考案し実施した（図 1）
。
2.大腸内視鏡検査施行時に大腸各部位の腸管洗浄度を 5 段階で評価し、腸管洗浄効果を比較した（図 2）
。
倫理的配慮
患者の同意を得た上でアンケートを実施し、個人が特定できないよう倫理的配慮に努めた。
結果
1.在宅における大磯Ｍ法で正しく服用できた症例は 98.1％であり、服用方法の理解度は良好であった。
2.Ｎ法における腸管洗浄効果の有効率は 97.2％（図 3）
、大磯Ｍ法での有効率は 97.5％（図 4）、また大腸各部
位腸管洗浄効果にも有意差を認めず（図 5）、同等の洗浄効果であった。
考察
「モピプレップⓇ2 杯+水 1 杯の服用を繰り返す。
」という単純な方法が、脱水を予防するという
安全面だけでなく服用方法の理解度向上にもつながり、確実な洗浄効果を得ることができたと考える。

図１ 大磯Ｍ法

図３ Ｎ法

図２

洗浄度（有効率）

図５

腸管洗浄度判定基準５段階評価

図４ 大磯Ｍ法 洗浄度（有効率）

Ｎ法・大磯Ｍ法における腸管洗浄効果

有意差なし

結語
当院独自の大磯Ｍ法は、安全且つ確実な大腸内視鏡検査の前処置方法であった。
連絡先：〒259-0198 神奈川県中郡大磯町月京 21-1
TEL：0463-72-3211 （内）2470
FAX：0463-72-2256
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全大腸内視鏡検査における新規経口腸管洗浄剤の有用性
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背景
当院で使用している全大腸内視鏡検査（TCS）の前処置に使用する経口腸管洗浄剤はポリエチレングリコール
（ニフレックⓇ）とリン酸ナトリウム製剤（ビジクリアⓇ）であった。ニフレックは服用する量が多く、服用中
に嘔気などの副作用が現れることも少なくない。一方、2013 年 6 月に発売されたマクロゴール製剤（モビプレ
ップⓇ）は、ニフレックに比べ服用量が少ないという利点が報告されており当院でも導入することになった。
目的
外来の TCS 前処置におけるモビプレップの有用性について検討する
方法
対象は、2013 年 6 月～9 月に外来でモビプレップを服用した 160 例（年齢 24～87 歳、平均 68.6 歳、男性 91
例、女性 69 例）と 2011 年 11 月～2012 年 1 月に外来でニフレックを服用した 134 例（年齢 32～88 歳、平均 67.9
歳、男性 76 例、女性 58 例）。両群ともに大腸切除の既往のある例は除外した。TCS 前日の就寝時にラキソベロ
ンⓇ10ml と、前日および当日にガスモチンⓇ3 錠服用後前処置を行った。前処置の所要時間、盲腸到達時間、総
検査時間、服用不可能例、洗腸追加例、服用量、有害事象、腸管洗浄度について、モビプレップ服用群（M 群）
とニフレック服用群（N 群）で有意差水準 5％以下として比較検討した。腸管洗浄度は、施行医師（6 人）が
Aronchick scale（Aronchick CA : GIE 2000）（図 1）および Boston bowel preparation scale（BBPS、Lai EJ :
GIE 2009）（図 2）を用いて判定した。
結果・考察
M 群および N 群の平均前処置所要時間、平均盲腸到達時間、平均総検査時間はそれぞれ 214
分 / 204 分、8 分 40 秒 / 7 分 14 秒、18 分 13 秒 / 17 分 4 秒で有意差は認めなかった。M 群および N 群の服用
不可能例、洗腸追加例はそれぞれ 0.6％ / 0％、27.5％/ 14.2％であり、洗腸追加例で有意差を認めた（P＝0.0085）
洗腸追加例を含む M 群および N 群の Aronchick scale による腸管洗浄度では、それぞれ Excellent 53％ /58%、
Good37％ / 34％、Fair 10％ / 7％、Inadequate 0％ / 1％（図 3）、BBPS では、右側結腸（図 4）、横行結腸
（図 5）、左側結腸（図 6）、それぞれ 2.3 / 2.4、2.6 / 2.7、2.5 / 2.8 であり両群間に有意差を認めなかった。
服用量では M 群 1.45L（＋水分 0.7L）は、N 群 2.5L に比して有意に少なかった（P＝0.0012）。M 群および N 群
ともに前処置による重篤な有害事象はなかった。
結論
TCS の前処置においてモビプレップはニフレックと同様に有用であるが、洗腸追加例減少に
向けた対応が今後必要である。

（図 1）

（図 2）

（図 3）

（図 4）

（図 5）

（図 6）

連絡先：〒052-8511 北海道伊達市末永町 81 番地
Tel 0142-23-2211
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大腸内視鏡検査前処置の経口洗腸剤 2 薬剤の比較検討
公立学校共済組合 東海中央病院
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背景・目的
大腸内視鏡検査の前処置は必要不可欠であり、適切に前処置ができないと確実な診断・治療に大きく影響す
る。
前処置は、前日に検査食の摂取、眠前に緩下剤の服用、検査当日、経口洗腸剤ニフレックⓇ配合内用剤（以
下 N 剤）の服用を行っている。患者からは「飲みにくい」という声が聞かれている。岡氏ら 1)は、
「内視鏡検
査の普及を妨げているひとつの要因として、検査の前処置である腸管洗腸に対して患者の負担が大きいことが
挙げられる」と述べている。当院においても、十分な服用量が得られず、前処置不良で追加処置が必要になる

場合がある。
今回、モビプレップⓇ配合内用剤（以下 M 剤）が新しく導入されることになり、M 剤と N 剤の患者の受容
度、腸管洗浄効果について比較したので報告する。
方法
1）研究期間
2013 年 8 月～2013 年 10 月
2）研究対象
経口洗腸剤を服用して全大腸内視鏡検査を受けた成人患者 128 名。
M 群：M 剤を使用し前処置をした 64 名。
N 群：N 剤を使用し前処置をした 64 名。
[平均年齢]Ｍ群：63.9 歳(30～86 歳) Ｎ群：58.3 歳(34～88 歳)
3）倫理的配慮
研究で得られたデータは個人が特定されないよう処理し、研究以外での目的で使用しないことを説明し同意
を得た。
4）服用方法
Ｍ群：Ｍ剤 2,000mL の内、1,000 mL 服用した後、水またはお茶を約 500 mL 飲用する。前処置不良時、Ｍ
剤と水またはお茶を追加投与する。
Ｎ群：Ｎ剤 2,000 mL を 1 時間当たり約 1,000 mL の速度で服用する（表 1）。
5）評価方法
観便評価 5 期になるまでの平均所要時間・腸管洗浄度・腸管洗浄剤の味・服用量・服用所要時間について調
査し、２剤の比較を行った。
[評価基準]味：a よかった・b どちらでもない・c 悪かった の 3 段階
観便評価・腸管洗浄度：1 期…有形～泥状便、2 期…便混入、3 期…便はないが残渣物多量、4 期…残渣少量
～混濁黄色液、5 期…透明黄色液の 5 段階（表 2）
。
結果及び考察
観便評価 5 期になるまでの平均時間は、Ｍ群は 125 分、Ｎ群は 145 分(p=0.252)（表 3）、服用時
間の平均は、Ｍ群は 169 分、Ｎ群は 145 分(p=0.673)で共に有意差は認めなかった（表 4）。服用量の平均は、
Ｍ群はＭ剤 1,330ml＋水 714ml、合計 2,044ｍｌ、Ｎ群はＮ剤 1,952ml であった。２群共、前処置不良時は、水
を追加飲用した。水の飲用追加者は、Ｍ群が 13 人、Ｎ群が 31 人であった。味は、Ｍ群 a17％、b45％、c38％、
Ｎ群 a16％、b52％、c32％でＭ群、Ｎ群とも「どちらでもない」と約半数が回答し大差はなかった（表 5）。薬
剤としての必要量の服用では、Ｍ群は全員が服用でき、Ｎ群では服用困難者があった。
一般においしく感じられるのは弱酸性の pH が 4.0～6.0 の間で pH8.0 になると味がぼやけると言われている。
Ｍ剤が pH4.3、Ｎ剤は pH8.0 であることや、Ｍ群には服用困難者がいなかったがＮ群に服用困難者がいたこと
から味に関してはＭ群の方が飲みやすかったと考える。この結果に関してはＭ剤の方が患者の受容度が高かっ
たといえ、Ｍ剤は、薬剤としての服用量が少ないことで患者の負担軽減につながったと考える。腸管洗浄度の
平均は、Ｍ群が 4.5 期、Ｎ群は 4.3 期(p＜0.05)でＭ群の方が優位であった（表 6）。
この結果からＭ群はＮ群より腸管洗浄効果を発揮すると言える。医師からは、
「Ｍ剤の患者は腸管洗浄しなが
らの観察が少なくなった」との感想が聞かれた。前処置不良時に、高圧浣腸を行った患者数はＮ群が 3 人に対
し、Ｍ群は 0 人であった。この結果からもＭ剤はＮ剤よりも腸管洗浄効果に優れていると評価でき、追加の処
置が減少したことで患者の負担のみならず看護師の業務量の軽減にも繋がった。今回の結果を踏まえこれから
も、より苦痛の少ない前処置法を取り入れ、患者が安全で安楽な検査を行えるよう支援していく必要がある。
結論
Ｍ剤は N 剤よりも腸管洗浄効果に優れていた。

表1

表2
味：

服用方法
Ｍ剤 2,000ｍｌの内、1,000ｍｌ服用し
Ｍ群

た後、水またはお茶を約 500ｍｌ飲用。
前処置不良の場合には、追加投与。

良かった

ｂ

どちらでもない

ｃ

悪かった
観便評価・腸管洗浄度：

Ｎ剤 2,000ｍｌを 1 時間当たり約 1,000

Ｎ群

表3

ａ

ｍｌの速度で服用。

便評価５期になるまでの平均時間

1期

有形・泥状便

2期

便混入

3期

便はないが残渣物多量

4期

残渣少量・混濁黄色液

5期

透明黄色液

表4

服用時間の平均

Ｍ群 125 分（85～335 分）
Ｎ群 145 分（70～400 分）
ｐ＝0.252 有意差なし

表5

味の比較

表6

腸管洗浄度の平均

Ｍ群 169 分（85～335 分）
Ｎ群 145 分（100～250 分）
ｐ＝0.673 有意差なし

Ｍ剤 4.5（2.5～5.0）
Ｎ剤 4.3（3.3～5.0）
ｐ＜0.05 Ｍ群の方が有意であった
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大腸内視鏡検査の前処置法～腸管内洗浄剤 2 剤の比較検討～
府中病院 内視鏡室
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はじめに
大腸内視鏡検査は、確実な診断・治療を行うために前処置による腸管内洗浄は重要である。前処置法は施設
によりさまざまであり、当院でも洗浄効果や患者の負担を考慮し前処置法を検討している。今回、以前より使
用しているマグコロール PTM と 2013 年 5 月より服用量が少なく、洗浄効果が良いとされ新規販売されたモビプ
レップ TM の腸管洗浄効果と患者受容性を検証した。
目的
マグコロール P とモビプレップの腸管洗浄効果の比較検討とモビプレップの患者受容性評価。
方法
・期間：1.2013 年 7 月 29 日～8 月 31 日。
2.2011 年 5 月 1 日～10 月 30 日。
・対象者：1.モビプレップを服用した 109 例。
2.マグコロール P を服用した 110 例。
[除外項目]緊急検査・大腸手術後・悪性腫瘍・ストマ造設・ESD/EMR の術前・炎症性腸疾患患者。
・調査方法：1.腸管内洗浄効果を内視鏡施行医が検査施行中に直腸と盲腸・上行結腸の残便を 5 段階評価（表
１）
。
2.洗腸剤服用量と服用開始から検査可能と判断するまでの所要時間の測定。
3.モビプレップに対する患者アンケート調査（味・臭い・量・洗腸剤以外の水分量・
次回の洗腸剤選択など）。
・分析方法：χ2 近似検定・χ2 検定。
・倫理的配慮：データはすべて数値化し個人が特定できないように配慮した。
結果
1）腸管内洗浄効果は、大腸検査を行う上で支障をきたさない評価 5 と評価 4 の割合が、直腸ではマ
グコロール P 群 53％に対し、モビプレップ群では 78％ 。盲腸・上行結腸では、マグコロール P
群 63％に対し、モビプレップ群では 80％であった（図 1）。
2）服用量は、モビプレップ（水含む）平均 2,660ml、マグコロール P 平均 2,584ml（図 2）
。所要時
間は、モビプレップ群で平均 150 分、マグコロール P 群で平均 177 分、モビプレップ群が 27 分早
く有意差（ｐ＝0.001）があった（図 3）。
3）モビプレップを服用した人への患者アンケートでは、モビプレップに関して「飲みにくかった」が 57％で
あったが、過去にマグコロール P を服用したことのある患者の 53％はマグコロール P より飲みやすかったと
回答している。次回洗腸剤選択はモビプレップ 39％、マグコロール P29％でモビプレップが 10％多かった（図
4・5・6）。
考察
腸管内洗浄効果ではモビプレップが高く、患者の受容や所要時間の短縮からも洗腸剤として有用と考える。
服用量に関してはモビプレップ・マグコロール P ともあまり差はないが、所要時間ではモビプレップが有意に
短縮され、院内法を選択している当院としては、患者の来院時間を遅らせるなどして所要時間の短縮は患者の
病院内滞在時間の短縮に繋げることができると考える。モビプレップの味に関しては飲みにくいという意見が
多く、飲みやすさと次回洗腸剤選択ではわずかにモビモビプレップの方が多い結果となり、患者受容性に有意
な変化はなかった。

（表 1）腸管内洗浄効果の 5 段階評価
評価 1

残便があり観察は極めて困難

評価 2

残便があり頻回の吸引にても観察不十分

評価 3

残便があるが頻回の吸引と洗浄にて観察可
能

評価 4

残便がわずかにあるが吸引にて観察可能

評価 5

残便が全くない

＜ 直 腸
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0%
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＜盲腸・横行結腸
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P＜0.005

17%
80%

3%

4
3
P＜0.005

2

100%

（図１） 5 段階評価による残便評価
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結語
腸管内洗浄効果と所要時間の短縮に関して、マグコロール P よりモビプレップの方が高かった。患者の受容
性では大きな差はなかった。今後は洗腸剤の味に関する飲みにくさに関しては、他剤へ変更するなどして患者
が負担を感じない前処置を行っていきたい。
引用文献
1）米田裕美ほか：より安全な大腸内視鏡検査を目指して－挿入困難例および挿入不可能例の検討－
日本消化器内視鏡技師会会報 2011.3
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新規腸管洗浄液の効果の検証
東海大学医学部付属八王子病院
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白井

孝之、渡辺 勲史

背景・目的
腸管洗浄液ニフレックⓇは優れた洗浄効果の為、広く使用され、当院でも大腸内視鏡検査前処置に使用して
きたが、独特の風味や服用量の多さから患者に対する受容性に問題があると言えた。 一方、新規腸管洗浄液モ
ビプレップⓇでは、風味の改善や服用量の節減が謳われている。今回、モビプレップⓇの導入にあたり 大腸内
視鏡検査の前処置として有効か否か、洗浄度と受容性の効果をニフレックⓇと比較検討をすることにした。
対象
当院にて、2013 年 8 月～2014 年 3 月までに大腸内視鏡検査を施行され、以下の条件を満たすものとした。
・65 歳未満の者は独居でないこと。
・クレアチニンクリアランス Cｃｒ>50ml/min。
・重篤な臓器障害（心不全、肝不全、呼吸不全等）がない 。
・嚥下障害がない。
・腸管切除例でない（虫垂切除例は可）
。
・明らかな通過障害がない 。
・ペンタサ錠Ⓡを服用してない。
なお、調査においては、個人が特定出来ないように倫理的な配慮に努めた。
方法
腸管洗浄液の服用方法として、ニフレックⓇに加え前夜にマグコロール PⓇとラキソベロンⓇの併用、又はど
ちらか片方のみの従来通りの飲用方法をニフレックⓇ群とし、メーカー推奨方法に従いモビプレップⓇを飲用し
た方法をモビプレップⓇ群とした。
検討項目は、服用量、受容性、洗浄効果(腸管洗浄度、洗腸の有無、気泡の有無)、安全性(有害事象の有無)
とした。尚、服用量、受容性に関してはニフレックⓇとモビプレップⓇの単剤比較とした。
結果
① 服用量：洗浄液、水ともに服用量に関して有意差がみられた(図 1)。ここから、モビプレップ®の方が洗浄
液服用量は少なく済み、水の服用量は多くなることが分かった。
② 受容性：受容性に関しては有意差が見られなかったが、リピーターによるモビプレップ®の評価ではモビプ
レップ®の方が飲みやすいことが有意であった(図 2)
③ 洗浄度：洗浄度の結果は、有意差が見られなかった。気泡の発生状況の有無では、有意差が見られ、よっ
てモビプレップ®の方が、気泡の発生が少なく済む事が分かった(図 3)。
④ 安全性：有害事象に関しての有意差はなかった。
考察
今回の結果から、洗浄効果に有意差は見られなかったが、モビプレップⓇの方が服用する洗浄液の量が少な
く済み、患者にとってはモビプレップⓇの方が前処置の負担が少なく済むことが推測できた。また、水の服用
量に関しては、規定量の水に加え、味の濃さ（濃度の濃さ）による喉の渇きを潤す為に飲水が促されたと推測

される。そして、モビプレップⓇの方が気泡の発生が少ないため

観察しやすく、医師のストレス軽減に繋が

ると考えられた。

図１

図２

平均服用量

ニフレックⓇ服用経験者のモビレックⓇ の評価

図３ 気泡の影響

結語
今回の検証から、モビプレップⓇの単剤と従来法（ニフレックⓇ+1or2 剤）との比較では、洗浄度は同等であ
り服用量は少なくすんだ。リピーターの直接比較より受容性がまさっていたことから、大腸内視鏡検査の腸管
洗浄液として優れていると思われた。
参考文献
1) 関東消化器内視鏡技師会誌 vol．20 2013
2) 財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 湖山信篤他：高齢者におけるモビプレップⓇ の安全性及び有用性の検討
3) 味の素製薬株式会社：モビプレップⓇ総合製品情報概要
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新規経口腸管洗浄剤の患者受容性の検討
医療法人 山下病院 検査センター
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背景
従来主に大腸内視鏡検査の前処置で用いられている経口腸管洗浄剤は、味・臭い・服用量が負担となり、受
容できない患者も少なからず存在していた。昨年、新たな経口腸管洗浄剤が認可され、受容性の向上が期待さ
れている。しかし、新規の経口腸管洗浄剤は飲み方に多少の煩雑さがあり万人向けでないと思われる。
目的
新規の腸管洗浄剤（モビプレップⓇ（以下 MOV））を導入するにあたり当院独自の飲み方（山下変法）を考案
し、その前処置効果を検討した。また、モビプレップⓇの患者受容性の改善度について従来の腸管洗浄剤（ニ
フレックⓇ（以下 NFC）
）と比較検討した。
＜当院における MOV 投与法＞
MOV をコップ 2 杯（約 400mL）とその後に水分をコップ 1 杯（約 200mL）服用する事を 1 セットとし 3 セット
繰り返す。3 セット服用後 30 分様子をみて排泄液が透明になった時点で服用終了とした。混濁がある場合は 1
セットごと追加し最大 5 セットまでとした。
対象
当院にて大腸内視鏡検査を施行した 214 例（MOV 群；87 例、NFC 群；127 例）を対象とした。
方法
内視鏡施行医により MOV の前処置効果を各部位ごとに 5 段階評価（①腸管内に残渣がほとんど見られず良好
な観察が可能、②残便が存在するが観察に支障をきたさない、③残便の存在が観察に支障をきたす、④残便が
多く観察不可能、⑤判定不能）し、①②を有効として判定した。MOV にて前処置を行った患者へアンケートを
行い、味・服用量・リピート（次回も同じ腸管洗浄剤を希望するか）などについて 10 段階評価し受容性につい
て評価した。また、味・服用量・排便などの苦痛を包括的に評価する指標として VAS を用いて評価した。比較
対象として同時期に NFC にて前処置を行った患者へも同様にアンケートを実施した。2 群間の検定は t 検定ま
たはχ２検定を用いた。
結果
MOV 群の服用量と処置時間は、服用量が 1403.6±295.5mL、前処置時間が 130.74±54.3 分であった。初回排
便時間は 70.32±31.6 分、排便回数 7.6±3.8 回で、2 例（2.3％）に追加処置を要した。MOV 群の各部位の腸管
洗浄度は（図 1）に示す。上行結腸においても 90%以上の有効判定を得ることができ、当院独自の山下変法を用
いても十分な腸管洗浄効果が示された。患者受容性アンケート調査結果（図 2）から、MOV 群は飲みやすさの評
価を予想より得られなかったが、飲みにくいと判定した割合は MOV 群より NFC 群の方が多かった。量の評価で

図１ 各部位の洗浄度

図２ 患者受容性

アンケート結果

・腸管洗浄剤の服用経験のある患者を抽出し、今回服用した洗浄剤と過去の服用経験
を比較し評価した結果、今回モビプレップ ®を服用した患者は、次回もモビプレップ
®
を服用したいと回答した割合が 40.4%、ニフレック ®を次回服用したいと回答した患
者は、16.3%で有意にモビプレップ ®を希望する患者が多かった。
・モビプレップ ®は、患者受容性が高いことが示された。

図３ 患者受容性

・味、服用量、排便など腸管洗浄剤の服用で感じた苦痛を包括的に評価する指標として、
VAS を用い検討した結果、モビプレップ ®群ではニフレック ®群に対し有意に苦痛度が低
いことが示された。

図４ 苦痛度

腸管洗浄剤服用に感じた苦痛をＶＡＳにて評価

は、MOV 群では NFC 群に比べ多いと感じた割合が少なく、またもっと飲めたと評価した割合が多く認めた。リ
ピートの評価は、MOV 群は NFC 群より多く認めた。腸管洗浄剤の服用経験のある患者を抽出し、今回服用した
洗浄剤と過去の服用経験を比較して頂き評価した結果（図 3）、MOV を服用した患者は次回も MOV を希望される
割合が 40.4％、NFC を次回服用したいと回答した患者は 16.3％で、有意に MOV を希望する患者が多かった（P
＜0.05）。MOV は患者受容性が高いことが示された。苦痛度を VAS にて評価した結果（図 4）、MOV 群では NFC 群
に対し有意に苦痛度が低いことが示された（P＜0.05）。
結語
新規経口腸管洗浄剤（モビプレップⓇ）は、従来の経口腸管洗浄剤（ニフレックⓇ）に比べ、患者受容性が高
く有用な腸管洗浄剤である。
連絡先：〒491-8531 愛知県一宮市中町 1-3-5
TEL：0586-45-4511
E-mail：naishikyou@yamashita.or.jp

