Ｏ-5 安心・安楽な ESD 治療が受けられるように
～内視鏡看護師による術前訪問への取り組み～
東葛辻仲病院

舟木 久美

はじめに
当院では年間 13,400 件の内視鏡検査を実施し、そのうち 90 件程の内視鏡的粘膜下層剥離術（以下 ESD）
を行っている。患者がＥＳＤ治療について不安を訴えることがあり、精神的支援の必要性を感じていた。そこ
で、ＥＳＤ予定の患者用にオリエンテーション用紙を作成し、直接介助する看護師による術前訪問を開始した
ので、結果を報告する。
研究目的
術前訪問での個々のニーズに合わせた説明と『オリエンテーション用紙』により、患者の不安が軽減され、
安心して治療を受けることができたのか分析する。また、今後よりよい内視鏡看護を実施していくために、不
足していることは何かを明確にする。
表１：胃内視鏡で腫瘍を切除される患者様へ

表２：大腸内視鏡で腫瘍を切除される患者様へ

本日予定している、内視鏡治療の流れを御説明します。

本日予定している、内視鏡治療の流れを御説明します。
内視 鏡 治 療時 の 注 意点 に ついて
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内視鏡治療時の注意点について
◎担当する内視鏡看護師が、病室に訪問します。治療に対して、不安や疑問があ
れば、訪問時にお伝えください。
◎治療の準備が整ったら、病棟看護師から連絡が入ります。
義歯、時計、アクセサリー等、貴金属類は全て外してください。
トイレは済ませてください。
◎治療前に、検査着に着替え,点滴をします。
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◎担当する内視鏡看護師が、病室に訪問します。治療に対して、不安や疑問があ
れば、訪問時にお伝えください。
◎治療の準備が整ったら、病棟看護師から連絡が入ります。
義歯、時計、アクセサリー等、貴金属類は全て 外してください。
トイレは済ませてください。
◎治療前に、検査着に着替え,点滴をします。

◎治療前に、担当医よりご本人、ご家族に治療内容の説明があります。
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◎検査室に移動して治療を開始します。
●左側を向き、治療を行います。 基本的には終了まで同じ姿勢で行いますが、
長時間でも疲れない様に、安楽な体位を工夫します。
●血圧計、酸素モニター、対極板を装着します。
●検査中は鎮静剤を使用するので、眠くなります。
少しうとうとしますので、力を抜いて楽にしていてください。
●唾液が溜まったら、管を用いて吸い取ります。可能なら、飲み込まずにご自身で
吐き出してください。適宜拭き取っていきます。
●治療中は胃に空気を入れるので、多少の腹満感がでることもあります。

以下のことに御協力ください！！
・治療中に体を動かしたり、首を動かさないようにしてください。
→病変部を切開しているので危険です。
・声を出さないようにしてください。→声帯を傷つけることがあります。
・唾液を飲まないようにしてください。→むせてしまいます。

腹痛、吐き気、辛いことがある際は右手を挙げて教えて下さい。
◎治療終了後、回復室に移動して休憩します。
必要に応じて血液検査、レントゲン撮影を行います。
◎ベッドサイドにて、担当医からご本人、ご家族に結果説明があります。
ベッドのまま病室に戻ります。

ご家族は待合室でお待ちください。席を離れる時は、必ず検査受付の
スタッフに声をかけてください。
安心して治療が受けられるよう、不安や疑問は、遠慮なく、スタッフに
お伝えください。

◎治療前に、担当医よりご本人、ご家族に治療内容の説明があります。
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◎検査室に移動して治療を開始します。
●左側を向き、治療を開始します。 時々体位交換を 行います。
長時間でも疲れない様に、安楽な体位を工夫しますが、辛い時は教えてください。
●血圧計、酸素モニター、対極板を装着します。
●治療中は鎮静剤を使用するので、眠くな ります。
少しうとうとしますので、力を抜いて楽にして いてください。
●治療中は腸に沢山の空気を入れて、処置をします。
腹部の張りが強い時は声をかけてください。

以下のことに御協力ください！！
・治療中は、体を動かさないようにしてください。
→病変部を切開しているので危険です。
・治療中は、点滴棒な ど、金属に触らな いようにしてください。
→電流を体に流して治療をするので、金属に触れている部位が、やけ どをする
危険があります。

腹痛、吐き気、辛いことがある際は、我慢せずに教えて下さい。
◎治療終了後、回復室に 移動して休憩します。
必要に応じて血液検査、レントゲン撮影を行います。
◎ベッドサイドにて、担当医からご本人、ご家族に 結果説明があ ります。
その後、ベ ッドのままか、車椅子で病室に戻ります。

ご家族は待合室でお待ちください。席を離れる時は、必ず検査受付の
スタッフに声をかけてください。
安心して治療が受けられるよう、不安や疑問は、遠慮なく、スタッフに
お伝えください。

研究方法
対象：2012 年 10 月 16 日～2012 年 12 月 16 日に胃・大腸ＥＳＤを施行した患者 15 名。内訳は、胃のＥＳＤ
が 9 名、大腸のＥＳＤが 6 名で、年齢は 61 歳から 84 歳。また、性別は男性 10 名女性 5 名。
方法：治療開始前に、直接介助する看護師が病室を訪問、オリエンテーション用紙（表 1,2）に沿った説明を
行う。ＥＳＤ施行翌日または翌々日に、半構造化インタビューを行い、結果をコード化した。研究対象者に不
利益が生じないよう、体調および倫理的に配慮した。
結果
内視鏡看護師による術前訪問（表 3）と、オリエンテーション用紙（表 4）の２項目にそれぞれコード化し
た。術前訪問については、
「精神面」と「治療面」の二つにカテゴリー分け、さらに二つずつのサブカテゴリー

に分類した。
訪問することにより安心した、治療の流れが分かりスムーズにＥＳＤを受けることができたなど、
肯定的な意見があった半面、威圧的・一方的な説明であったという不満、治療についての説明不足を感じてい
る意見も聞かれた。また、オリエンテーション用紙については、
「用紙の有効性」と「充実を図る必要性」の２
つのカテゴリーに分け、さらに二つのサブカテゴリーに分類した。オリエンテーション用紙があることで、治
療に対する心構えができたり、分かりやすかった等の、現用紙で満足という意見があった。その一方で、緊張
していて何も頭に入ってこなかったりあまり読まなかったりと、必要性を疑問視する意見も聞かれた。内容に
ついては、具体的に不足している点や書き方について意見があった。
表３：内視鏡看護師による術前訪問についてのコード化
カテゴリー

サブカテゴリー
・自分で決めたことだが不安もあった。スタッフがベテランそうで安心した。
・あいさつに来た人と介助時のナースが同じ人で心が和んだ。
・あいさつに来て声をかけてもらい嬉しかった。

a.安心した、
嬉しかった
A.精神面

・あいさつに来てくれ、事前に担当を知ることができてよかった。
・治療まで部屋でじっと待っていて不安だったので、気が紛れた。
・顔を合わせていたので、治療時安心した。
・訪問に来てくれることはよい。
・尿が近いことが不安だったが、パットの使用を事前に相談でき安心した。
・何も感じない。良いとも悪いとも思わない。

b.不満、不快

・手術前は緊張しているから、色々言われても混乱する。あいさつだけでよい。
・説明が一方的で威圧的。知りたかったことが聞けず残念。
・開始時間が分かりよかった。
・治療が長くなると聞き、看護師と事前に尿管の挿入を決めておいて良かった。

a.治療がスムーズに
すすむ

・治療の流れを説明されていたのでスムーズに行動でき、混乱しなかった。
・前もって説明を受けていたので、理解しやすい。
・てきぱきとポイントを伝えてくれたので、やることがわかりやすい。

B.治療面

・話ができないと事前に知らされており、右手を挙げて合図を送ると決めていたので、
安心して受けることができた。

b.治療においての
説明不足

・検査の延長と思って臨んだらとても辛かった。検査とは違うと事前に伝えて欲しい。
・何時開始になるか具体的に言って欲しい。
・手術室で行うと思っていたら検査室だったので驚いた。

表４：オリエンテーション用紙についてのコード化
カテゴリー

サブカテゴリー
・用紙はあった方がよい。心構えができる。

A.オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
用 紙の 有効 性

・スタッフが口頭でも説明してくれたので、だいたい分かった。
a.現 状 の 用 紙 で 満 足

・流れが把握できてよかった。
・分かりやすかった。毎年やっている検査と同じかなと思った。
・内容は分かりやすく参考になった。
・緊張している上に、全く知識がないので、何を言われても頭に入らなかった。

b.わ か ら な い

B.オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
用紙 を充 実さ せる
必要 があ る。
a.内 容 に つ い て 不 足

・検査とほとんど同じだろうと思い、あまり熱心に読まなかった。
・タイムスケジュールを入れて欲しい。
・一番知りたいのは手術中のことなので、もっと詳しく記載して欲しい。
・（胃ＥＳＤ時）唾液を飲まないようにと書いてあったが、どうやって出してよいのか分から
なかった。もう少し詳しく教えて欲しかった。
・目が悪くて、自分ではオリエンテーション用紙を読むことがほとんどできなかった。

b.書 き 方 に つ い て

スタッフが一つ一つ丁寧に説明してくれ、耳から入って理解できた。
・すべて同じ字体なので、強調したいことは字体を変えた方がよいのでは。

考察
今回、術前訪問を行ったことで、患者からは、「安心した。嬉しかった」という意見が聞かれた。ESD 治療
の現場を熟知している内視鏡看護師が関わることで、具体的な説明ができ、事前に話をしたスタッフが治療に
関わってくれるという安心感を与えられたと考える。しかし、説明が一方的で威圧的であったという不満の声
も聞かれた。多忙な業務中に術前訪問を実施している、その焦りが患者に伝わり、患者の知りたかったことが
聞けないという状況になったのではないだろうか。また、オリエンテーション用紙については、
「手術中のこと
をもっと詳しく記載して欲しい」や「タイムスケジュールを入れて欲しい」など、内容の不足も見えてきたの
で、今後改良していきたい。看護師の『患者理解』には個人差がある。今回患者の言葉をコード化したことで、
患者の治療に対する気持ちを明らかにすることができた。内視鏡スタッフ全員で情報を共有することで、患者
の精神状態、威圧的になってしまった態度の原因や説明内容について話し合う機会がもて、ESD を受ける患者
の看護について理解を深めることができたと考える。
結語
術前訪問を始めたことで、治療を受ける患者の気持ちを知ることができ、内視鏡スタッフの看護力強化につ

ながったと考える。看護師として、今後も患者の心に寄り添った関わりをしていきたい。
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Ｏ-6 大腸若年性ポリープのポリペクトミーを行った 2 歳児の一例
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背景と目的
小児における大腸内視鏡検査ならびに内視鏡治療は、近年広く行われるようになってきたが、成人と違い、
臓器が脆弱なため、前処置を含め安全性を確保した取り組みが必要である。
今回、2 歳の若年性ポリープを有する小児に関わり、その特殊性を理解しながら安全にポリペクトミーを行っ
た一例を経験したので報告する。
症例
2 歳 4 ヶ月男児、身長 85cm、体重 13.4kg
2012 年 4 月下旬から時々血便あり近医を受診した。便培養陰性、ホスミシン内服処方にて様子観察となる。
7 月上旬新鮮血あり再度近医受診。当院小児科紹介受診。当科紹介にてグリセリン浣腸Ⓡ30ml 施行、小児科医
師より鎮静し、上部用スコープで S 状結腸まで観察される。S 状結腸に 30mm 大、有茎性ポリープを認めた (図
1)。
小児の内視鏡検査の特殊性
1. 内視鏡検査の対象となる疾患が成人と異なる。
2. 小児の腸管は狭く、菲薄、脆弱である。
3. 小児は予備力に乏しく、前処置や絶食に耐えにくい。
4. 小児は検査に対する理解力が乏しく協力的でない。
看護介入
1. 小児科、消化器内科医師と連携し前処置について検討し実施する。
2. 術前術後訪問する。
3. 鎮静下におけるポリペクトリー時の介助と全身状態の観察を行う。
前処置方法
検査 4 日前より、
眠前ラキソベロンⓇ4 滴ずつ内服。
前日からラクツロースシロップⓇ60%1 回 1ml を 3 回内服。
食事は、成人用注腸検査食の量を調整し摂取。出棟前にグリセリン浣腸Ⓡ30ml 施行。
経過
1.術前：小児科医師、消化器内科医師と連携し、前処置法を検討し施行した。 術前訪問し、小児の性格、排便
状態、すきな遊びや両親に不安等無いか聞きながらオリエンテーションを施行し、不安等訴えはなかった。
2.当日：病棟にて出棟前にグリセリン浣腸 30ml 施行し、内視鏡室に移送され、小児科医師より鎮静施行。生体

監視モニターで状態観察し、特に呼吸状態に気をつけ、予防のために酸素投与する。小児は鎮静時、半覚醒
状態だったが泣くことはなく良肢位を保ちながら介助する。全大腸観察され、S 状結腸以外に異常所見は認
めず、一般状態も変化なく安全にポリペクトミーが施行された。両親には、不安軽減のために、医師の指示
にて開始から終了まで付き添ってもらった。

図１：術前のポリープ

図 2：ポリペクトミー半年後

3.術後、翌日病室訪問し、両親から心配等訴えなく安心した様子だった。出血などの合併症は無く、経過２日
後に退院した。半年後、大腸内視鏡検査施行。クリップは脱落し、瘢痕化し、ポリープの遺残、再発無く終
了の運びとなる (図 2)。
まとめ
小児の大腸ポリペクトミーを行う際の留意点が明確になった。鎮静、前処置の確立、看護介入など小児の特殊
性を理解しながら安全にポリペクトミーを行うことができた。 この症例を経験し、今後の小児科内視鏡治療、
看護に役立てるように小児科用のクリニカルパスを作成した。
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6) 竹内真実子:当院における小児大腸内視鏡検査の経験、新薬と臨床 2012
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内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(ERCP)時の安楽な体位の検討
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はじめに
近年、胆膵内視鏡治療の進歩もあり、治療・処置を含む ERCP を行う機会が増加している。ERCP は顔を右に
向けた腹臥位で行われ、良肢位の保持が困難であるため患者の苦痛は大きい。今回、患者の苦痛軽減を目的に、
加工した特殊ウレタンマットを用いた新体位を考案し、その有効性を検討した。

（図 1）

（図 2)

方法
事前調査として、健常人ボランティア 8 名（平均年齢 41.3 歳）を対象に、30 分間検査体位を保持後、簡易
式体圧測定器による 11 ヶ所の体圧測定と VAS（Visual Analog Scale）による 8 ヶ所の疼痛評価を行った。結
果は、左頬部（平均 53mmHg）
、膝部（左平均 54.1mmHg、右平均 48.1mmHg）の圧が高く、疼痛評価は頸部（平均
6.5）、顔面（平均 3.4）が高かった。
その結果を基に、2013 年 2 月より新体位（検査台マットは厚さ 3cm の特殊ウレタンマット。枕は同素材で縦
横 44cm 高さ 6cm と大きく高くし、肩と前胸部にフィットするよう下方中央を削ぎ、内視鏡の操作性の確保と唾
液流出の目的で右側中央を半円状に切り取った。同素材の下腿枕と右胸腹部に右上肢側が高くなるよう低反発

枕を挿入（図 1,2）
。左上肢は挙上、右上肢は体幹に沿わした顔が右向きの腹臥位）を採用した。新体位 27 例
と、同年 1 月の旧体位（検査台マットは同様。枕は同素材の縦 20cm 横 34cm 高さ 3cm。両上肢を体幹に沿わし
た顔が右向きの腹臥位）10 例を比較検討した。検討項目は、検査終了時の顔面と膝部の発赤の有無および検査
終了時と翌日の顔面と頸部の疼痛評価である。
更に、新体位の有効性の追加調査として、健常人ボランティア 13 名（平均年齢 32.4 歳）を対象に、新旧体
位を各 30 分間保持後、顔面と膝部の発赤の有無および顔面と頸部の疼痛評価を行った。
倫理的配慮
研究参加の同意は口頭で説明後、同意書にて得た。統計処理は個人が特定されないよう行った。
結果
旧体位群と新体位群で、年齢（平均旧 73.5 歳、新 73.7 歳）、性別、BMI、原因疾患、検査内容、検査時間（平
均旧 33.8 分、新 32.6 分）等の患者背景に差はなかった。発赤は旧体位群では顔面 20.0%（2/10）、膝部 70.0%
（7/10）であったが、新体位群では顔面 3.7%（1/27）
（p＝0.17）、膝部 7.4%（2/27）
（p<0.01）と特に膝部では
有意に改善していた。検査終了時の疼痛は新体位群の１例に頸部と顔面に各４の疼痛を認めたが、他に疼痛例
は認めなかった。旧体位群では頸部の疼痛６を１例認めた。翌日の疼痛例は両群とも認めなかった。
健常人ボランティアを対象とした追加調査では、発赤は旧体位で顔面 61.5%（8/13）
、膝部 76.9%（10/13）で
あったが、新体位では顔面 0.0%（0/13）
（p<0.01）、膝部 8.7%（1/13）（p<0.01）と有意に減少していた。疼痛
は旧体位で顔面（平均 1.5）、頸部（平均 5.5）であったが、新体位では顔面（平均 0.6）
（p＝0.10）と頸部（平
均 0.9）（p<0.01）と特に頸部で有意に減少していた。
考察
患者対象の検討では、新体位で膝部の発赤は改善されたが、両群とも高齢で鎮静鎮痛剤投与後の検査であっ
たため疼痛例が少なかった可能性がある。そこで、高齢ではなく鎮静鎮痛剤投与なしの健常人ボランティアで
追加検討を行った結果、新体位では発赤、疼痛ともに改善がみられ、苦痛の軽減に有効であった。膝部の発赤
の軽減は下腿枕挿入による膝関節屈曲角度の改善、疼痛の軽減は枕の形状の工夫によると思われる。
結語
新体位は ERCP 施行時の患者の苦痛軽減に有効である。
参考文献
1）倉橋順子：はじめての手術看護．ｐ76-81，メディカ出版，2009
2）田中マキ子：動画でわかる手術患者のポジショニング．ｐ55-59，中山書店，2007
3）城戸優佳：ERCP 検査時体位の苦痛軽減への検討，福岡赤十字看護研究集録(26)，ｐ19-22，2012
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Ｏ-8 下部内視鏡検査時における鎮静作用に伴うリスクの検討
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目的
下部内視鏡検査では鎮静剤を用いて検査を施行することが一般的であるが sedation による被検者の呼吸抑
制や意識レベル低下による転倒・転落事故等の偶発症の危険を伴う場合がある。今回 sedation 下で発生したイ
ンシデントを基に、検査の現状を把握することが必要であると考え、①被検者の実態を把握するため検査前に
アンケートを施行し、個人データーを集積する。②鎮静剤初期使用量・追加投与の有無を確認し、被検者に対
する鎮静剤の影響を調べる。③検査時の被検者の呼吸・覚醒状態を経時的に観察し看護の重要性・必要性を再

認識する。④検査後にもアンケートを施行し被検者に対する鎮静剤の効果を確認することを目的とし、検査中
に内視鏡技師が留意すべき事項を検討した。
期間
201123 年 6 月 13 日～7 月 8 日。下部内視鏡検査のある 21 日間
対象
当院の一般外科、消化器内科にて sedation 下で下部内視鏡検査を施行された外来患者 100 人を対象とした。
倫理的配慮に関して対象者は研究への協力を拒否しても不利益を被ることは一切無いこと、協力への参加は自
由意志によって決定してよいことを事前に伝え、個人情報については本研究以外の目的で使用しないというこ
とを説明した。
方法
被検者の実態を把握するため検査前にアンケートを用い被検者背景として、性別・年齢・飲酒の有無・睡眠
剤使用頻度・下部内視鏡検査施行回数、鎮静剤使用量を確認した。検査中は被検者の検査中の痛みや記憶、呼
吸状態（呼吸抑制・酸素投与の有無）・覚醒状態を経時的に観察し、検査終了後もアンケートを行い sedation
施行後の覚醒状態を把握した。検査中の被検者の覚醒状態は看護師の呼びかけに対する返答状況で分類し確認
した。
結果
男性 60 人、女性 40 人で、平均年齢 63.5 歳、80 歳以上の超高齢者も 5 人認めた。また、20 代以下の若年者
も 3 人認めた。下部内視鏡検査経験回数別では、初回が 20%に比べ 2 回以上経験している被検者が全体の 8 割
と多く、6 回以上が 20%を占めていた。被検者の飲酒習慣は常習飲酒者 23 人、機会飲酒者 28 人、飲酒しない者
49 人であった。また何らかの睡眠導入剤を常用している者は 20 人であった。検査時の鎮静剤の使用状況は、
ほとんどの症例でペチジンとフルニトラゼパムを併用しており、フルニトラゼパムの使用量は 0.4mg が 67 人と
最も多くそのうち 60 人がペチジン 17.5 ㎎、または 35 ㎎併用していた。検査中の記憶は、全く無い者が 26 人、
あやふやな者が 27 人、全て記憶している者は 47 人であった。検査中に呼吸抑制を認めた者は 47 人いたがその
うち 27 人は酸素投与が必要であった。酸素投与が必要な呼吸抑制のうち 22 人が検査開始後 3 分以内であった。
検査中の覚醒状態は意思の疎通が全くとれなかった者が 6 人、一時的にとれなかった者が 34 人いた。意思の疎
通が困難になるのは検査開始後 3 分以内が 31 人であった。意思の疎通が出来ない継続時間は 5 分以上が 11 人
と最も多かった。検査時の疼痛は被検者の約 80%が自制内であった。
考察
意思の疎通が一時的にしても得られなくなった症例は全体の 40%でそのうち 78%は鎮静剤投与後 3 分以内に意
識レベルが低下した。酸素投与が必要な呼吸抑制も 81%が検査開始後 3 分以内であった。sedation 施行後早い
段階で呼吸抑制や意識レベルの低下が出現し、転倒・転落等の偶発症が起こる可能性が高いことが示唆された。
結語
検査開始時は他の業務に関わることも多いが、特に被検者の状態に留意し迅速に対応できる体制を構築する
ことが必要である。
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