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【はじめに】
当クリニックは、平成 23 年 10 月京都に開院し、人間ドックや画像診断を提供している。
【背

景】

当クリニックでは健診での上部内視鏡において、苦痛軽減のために細径内視鏡を用いている。しかし
細径内視鏡は吸引口が小さいために、胃内の粘液や泡が多い場合には洗浄・吸引に時間を要することが
しばしば見受けられる。
【目

的】

健診開始時に飲水を促すことでこの問題が軽減されるか否かについて検討した。
【対

象】

平成 24 年 8 月から平成 25 年 3 月までに経口あるいは経鼻で上部内視鏡検査を受けた 898 例のうち、
下記１～３の症例の 177 例を除いた 721 例である。
１．胃切後
２．生検・色素散布などの処置を実施した症例
３．データの不足症例
使用機種はオリンパス社製で、経口では PQ260（外径 7.9mm、吸引口 2.0 mm）
、経鼻では XP260NS
（外径 5.4 mm、吸引口 2.0 mm）である。
当クリニックでは、前処置として、ガスコン水（Table1）を検査直前に服用している。
対象を健診開始時に飲水しない群（以下、非飲水群）と、100ml の飲水をする群（以下、飲水群）と
に無作為に割り付けた。症例数は非飲水群 350 例、飲水群 371 例である（Table2）。
健診の流れとして、飲水群は健診開始時に水 100 ml を促している。胃カメラの前処置としては、両
群ともにガスコン水 100 ml を服用している（Fig.1）。
検討内容については、非飲水群と飲水群とに対して、検査時間や胃内の粘液や泡の状態について検討
した。さらに、胃内の状態については、粘膜萎縮の程度による検討や、絶飲時間による検討も行った。
統計学的解析は、χ二乗検定を用い、P 値 0.05 未満を有意差ありと判断した。
胃内の粘液や泡の状態は評価表（Fig.2）を用いて、施行医に飲水の有無をブラインドにし、評価を依
頼した。評価①②は洗浄不要例とし③④は洗浄必要例とした。
【結

果】

検査時間については、非飲水群 5′14″・飲水群 4′58″と飲水群に、わずかな検査時間の短縮傾向
がみられた。同様に、機種別でも飲水群で、わずかな検査時間の短縮傾向差がみられた（Table3）。
次に、胃内の粘液や泡の状態の検討である（Fig.3）
。非飲水群において洗浄・吸引が必要であった症
例は 47.1％であったのに対して、飲水群では 40.2％（P=0.059）と有意差はないものの改善傾向を示し
た (Table4)。
また、粘膜萎縮の程度による検討では、萎縮が木村・竹本分類の O－Ｉ以上の症例を対象としたとこ
ろ、非飲水群で洗浄を要したものは 66.7％に対し、飲水群では 51.4％（Ｐ＝0.161）と有意差はないも
のの改善傾向を示した (Table5)。
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経 鼻
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健診の流れ

胃内の粘液や泡の状態

洗浄必
要

非飲水群
47.1％
165/350 例

飲水群
40.2％
149/371 例

Fig.2
Table5

胃内の粘液や泡の状態 a.粘膜萎縮の程度による検討
非飲水群
飲水群
66.7％
51.4％
洗浄必
要
32/48 例
18/35 例

Table6

洗浄必
要

胃内の粘液や泡の状態

7 時間未満
Ｐ＝0.647
7 時間以上
Ｐ＝0.039

b.絶飲時間による検討

非飲水群

飲水群

44.1％
60/136 例
49.1％
105/214 例

41.5％
71/171 例
39.0％
78/200 例

評価表

Fig.3
胃内の粘液や泡の状態

a

b

c

d

a. 飲水群 35 歳 女性 萎縮なし
b. 非飲水群 62 歳 男性 萎縮なし
c. 飲水群 絶飲 2.5 時間 50 歳 男性 萎縮あり（０－ I ）
d. 非飲水群 絶飲 11 時間 38 歳 男性 萎縮あり（０－ I ）

絶飲時間による検討では、絶飲 7 時間未満で洗浄が必要であった症例 44.1％は飲水により 41.5％（Ｐ
＝0.647）と有意差はないものの改善傾向を示し、絶飲 7 時間以上では洗浄を必要とする症例 49.1％は
飲水により 39.0％（Ｐ＝0.039）となり、有意差がみられた (Table6)。
【まとめ】
今回の検討で、飲水法は検査時間の短縮傾向がみられた。大きな差でなかったのは、胃内の残水量が
吸引時間に影響を及ぼした可能性や、複数の医師が検査に携わることによる手技のばらつき・タイムマ
ネージメントなど、様々な要因が重なっていると考える。また、飲水法は胃内の粘膜や泡の状態に改善
がみられ、胃粘膜萎縮の強い方に有効と考える。特に、絶飲時間の長い方には効果的であった。これを
受けて、現在当院では上部内視鏡検査の受診者には、健診開始時の飲水を促している。
健診開始時の飲水は内視鏡検査のみならず腹部超音波検査などの健診項目にも支障がなく、受診者に
不利益はないと考える。また、内視鏡検査中の良好な視界は施行医のストレスも軽減すると思われ有用
と考える。
【結

語】

健診での上部内視鏡検査における飲水法は有効な方法である。今後もさらに症例を積み重ねていく予
定である。
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Ⅰ.序論
消化器内視鏡を受ける患者は検査自体の苦痛だけでなく、大量下剤の内服や咽頭麻酔、鎮痙剤注射な
ど前処置においても苦痛を伴う。消化器内視鏡検査自体はスコープの細径化や鎮静剤投与により苦痛の
少ない検査を提供する工夫がなされている。また検査前処置においても苦痛軽減のために創意工夫を重
ねている。今回、現在導入している胃内視鏡の前処置の導入の経緯およびその効果について報告する。
Ⅱ.研究方法
現在導入している胃内視鏡の前処置について先行研究と比較し、その有効性について報告する。

当院における胃内視鏡検査時間の比較
(生検・色素・鎮痙剤なし）
P<.01
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【図 1】ガスコン水増量による胃内視鏡検査時間の比較
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【図２】ピルビナの時間的効果

Ⅲ.結果
1.ガスコン水を 80ml から 180ml へ増量し、検査時間の短縮を試みた。実際にガスコン水を 80ml から
180ml へ増量して検査時間を比較した結果、ガスコン水 180ml 内服した群の検査時間が有意に短くなっ
た【図 1】。
2.咽頭麻酔を従来のキシロカインビスカス® にコーヒーフレーバーを加え、氷状にして苦痛の軽減に
努めた。
3.鎮痙剤としてミンクリア® を導入して、鎮痙剤注射使用の苦痛やその副作用の減少に努めた。

4.経鼻内視鏡の前処置として硝酸ナファゾリンを両鼻腔に噴霧している。その効果がピークとなる噴
霧後 10 分以上経過してから患者を検査台へ誘導した【図 2】。
Ⅳ.考察
1.ガスコン水 80ml と 150ml へ増量した両群の検査時間を比較した研究結果では、
有意に 150ml 群の検
査時間が短くなったことを報告している。1)その理由として、検査中レンズ汚れによる洗浄回数の減少
やそのストレス軽減によるものであると述べている。2)実際に従来のガスコン水 80ml を 180ml へ増量し
た結果、有意に検査時間が短縮した。検査時間の短縮は、患者の苦痛を軽減する大きな要因である。
2.ビスカス氷麻酔を使用した研究結果では「患者の咽頭麻酔の咽頭不快感の軽減」3)や「咽頭深部ま
での麻酔効果が期待できた」4)と述べている。氷咽頭麻酔導入後も従来行っていたキシロカインビスカ
ス®を口に含み、咽頭部に 4 分間保持する方法との選択制をとっている。しかし検査を受ける 99％以上
の患者が氷麻酔を選択しており、この結果から氷麻酔は従来法と比較して苦痛軽減となったと評価でき
る。
3.ミンクリア®の使用率は全体の 1/4 であり、患者は筋肉注射自体の苦痛やそれの伴う神経損傷などの
副作用出現患者数も減少している。5）
4.経鼻内視鏡を希望する患者は増加しており、
「経鼻内視鏡の前処置は検査全体を通して最も重要であ
る」6）と述べている。プリビナ®の効果は噴霧後 10～15 分でピークに達するため、噴霧後 15 分前後で検
査用ベッドに移るように設定している。これにより経鼻内視鏡操作に伴う疼痛の軽減や鼻出血予防にも
なり、患者の苦痛の軽減につながっている。
前処置の工夫は、直接内視鏡検査を実施しない我々の創意工夫が試される。エビデンスに基づいた前
処置の提供が検査の苦痛を軽減させる要因である。
Ⅴ.結論
前処置の工夫は、検査の苦痛を軽減させる要因である。
Ⅵ.引用・参考文献
1) 川田和明．当院における経鼻内視鏡胃検診の現状と経鼻内視鏡の診断能を向上させるための工夫.人間ドッ
ク.2011,26,p.491-497.
2) 同掲書 1.p.494.
3) 松田栄美子ほか．消化管内視鏡検査における咽頭麻酔の工夫.日本消化器内視鏡技師会会報. 2011,46, p.127-128.
4) 木岡一代ほか．胃内視鏡時の有効な前処置の検討.Gastroenterol

Endoscopy .2011,43 (1),p.779.

5) 前田晃史ほか．胃内視鏡における鎮痙剤使用の変化.日本消化器内視鏡技師会会報.2012,50,p.131-133.
6) Case 1 静岡赤十字病院 経鼻内視鏡センターの前処置法. medical.nikkeibp.co.jp/all/nmk/keibi/view_point.html
7) 河合隆他.経鼻内視鏡の前処置と前投薬.臨床消化器内科. 2012,27(10), p.1305-1312.
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Ⅰ.序論
胃内視鏡の鎮痙剤は従来の注射剤に加え、胃内に直接散布する l -メントール製剤が平成 23 年 10 月
から新たに導入となった。l -メントール製剤の導入後にその特性と使用率を調査した。その結果は、注
射剤を使用しないことによる「時間短縮」や「疼痛の除去」などの長所や「鎮痙効果が他剤と比較し弱
い」ことや「散布後の視野のとりづらさ」などの短所があり、使用率は全体の 26%であった。1） 今回 l メントール製剤が導入後 1 年近く経過し、胃内視鏡の鎮痙剤として定着したかの調査を行った。その結
果を報告する。
39% 36.6%

33.4%
26%

26% 26.6%

9%
3.8%

ブチルスコポラミン
グルカゴン
臭化物

a群

l -メントール製剤

不使用

b群

【図 1】a.b 群の鎮痙剤使用の割合比較

【図２】鎮痙剤使用・不使用群の平均年齢比較

Ⅱ.研究方法
研究期間:平成 24 年 1 月（導入後 3 か月）と平成 24 年 6 月（導入後 9 か月）
研究対象：研究期間内に胃内視鏡検査を受けた患者 430 名を対象とした。
検証方法：l -メントール製剤:導入 3 か月後を a 群 185 名（以下 a 群）、導入 9 か月後を b 群 245 名（以
下 b 群）とし、ab 群の各鎮痙剤使用群(ブチルスコポラミン臭化物、グルカゴン、l -メントール製剤群)
及び不使用群使用率の比較を行った。また、各鎮痙剤使用群及び不使用群の平均年齢の比較を行った。
分析方法：単純集計及び 2 群間の比較には t 検定、独立多群比較においては Tukey 検定を用いて有意水
準は 1％以下とした。
Ⅲ.結果
ab 群の平均年齢に有意差はなく、各鎮痙剤使用群と不使用群の割合はブチルスコポラミン臭化物（a

群 26.0%、b 群 33.7%）グルカゴン(a 群 9.0%b 群 3.8%)l -メントール製剤(a 群 26.0%b 群 26.4%)不使用
（a 群 39.0%b 群 36.4%)であった【図 1】
。各鎮痙剤使用群及び不使用群の平均年齢の比較では、ブチル
スコポラミン臭化物群が他の群と比較して有意に低かった（p<.01）【図 2】。
Ⅳ.考察
l -メントール製剤は注射剤と比較して副作用が少なく、注射針を使用しないため神経損傷などの合併
症もない。このように合併症を含めた苦痛の軽減は患者にとって大きなメリットといえる。
ブチルスコポラミン臭化物群の平均年齢が他の群と比較して有意に低い結果となった。それはブチルス
コポラミン臭化物の使用が緑内障や前立腺肥大などの合併症により制限され、使用による心臓負荷のた
め高齢者への投与が懸念された結果であるといえる。しかし、それにもかかわらずブチルスコポラミン
臭化物の使用率が一番多い理由は、鎮痙効果が高いと評価されているからである。
l -メントール製剤の使用率については、副作用が少ないことや注射針を使用しないことのメリットは
あるが、鎮痙効果や視野確保を含めた診断能の低下などの問題が残存しているため 26％で定着している。
Ⅴ.結論
l -メントール製剤の使用率は約 1/4 で定着している。
Ⅵ.引用・参考文献
1) 前田晃史ほか．胃内視鏡における鎮痙剤使用の変化.日本消化器内視鏡技師会会報. 2012,50,p.131-133.
2) Eiji Umegaki,et.al.Risk Management for Gastrointestinal Endoscopy in Elderly Patients.Questionnaire for
Patients Undergoing Gastrointestinal Endoscopy.J Clin Biochem Nutr. 2010,46(1), p.73–80.
3) ミンクリア内用散布液 0.8% / 日本製薬株式会社：http://www.nihon-pharm.co.jp/medical/MINCLEA.php
4) 峯徹哉他.上部消化管内視鏡ガイドライン.消化器内視鏡ガイドライン,第３版,医学書院. 2006, 73-82p.
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大腸内視鏡検査前処置（以下ＣＦ）は患者にとって心身に与える影響が大きい。なぜならば検査前日
からの食事制限・検査当日は 5～8 時間の拘束・２～４L の腸管洗浄液を内服するからである。A 病院で
は前処置を行なう前に患者の疾患・病状・既往歴・ADL・認知レベルを把握して上でニフレック®の内服
を行う。しかしニフレック®内服方法について各病棟と外来また看護師個々の対応に差異が認められた。
差異とは、内服の間隔や、内服時の観察方法、さらに腸管洗浄度の判断の違いである。そこで腸管洗浄
液内服時の標準化に向けて取り組んだ。その目的は新人からベテランまで誰もが観察手順や注意事項が
わかり看護行為ができる。腸管洗浄度の判定の差異が減少する。腸管洗浄度の判定を患者と共に行い患
者参画への意識付けとなる。腸管洗浄液を内服している患者の安全を守る。偶発症への早期発見・早期
対応をする。看護情報の可視化をする。の６項目である。標準化を考えるときに看護師が偶発症の予防
や対処方法を明確にし、安全に前処置を行なうために塩飽洋生医師らによる内視鏡室における排便チェ
ックシステムを参考にした。そして A 病院におけるニフレック®内服におけるアルゴリズム（図 1）が完
成した。これは第 1～５チェックに合わせて患者の排便と腹部状態の観察を行う。またニフレック®内服
における注意事項（図 2）として偶発症防止のための注意事項ニフレック®内服禁忌患者ハイリスク患者
を挙げ診療部・看護部で共通のツールを用いて運用を開始した。

【目的】
今回ニフレック®内服のアルゴリズムの大腸内視鏡検査前処置に対する有用性について検討し、今後の
示唆を得ることを目的に研究を行った。
【方法】
A 病院内視鏡室でニフレック®を服用し大腸内視鏡検査を受けられた方を対象とした。診療録より後ろ
向き調査を行った。内容は１）内視鏡室にてニフレック®を服用した患者の総数・性別・年齢・大腸内視
鏡検査の目的２）偶発症の発症件数３）偶発症発生時における看護師判断と対応である。データー収集
方法は、個人が特定されないように配慮した。

【結果】
内視鏡室における前処置総数は 1,310 件で男女比は約 60％対約 40％で年齢は 16 歳～102 歳で平均 65.5
歳である。検査目的はスクリーニングが最も多い。偶発症は 1,310 件中 2 件である。2 件ともに偶発症
発生時に看護師が異常を発見し医師に相談および状況を報告し対応できた。その 2 件について事例報告
する。A 患者ではアルゴリズムに準じて腸管洗浄を開始した。A 患者はなかなか便意がなくニフレック
®1.5Ｌ内服時にも吐き気嘔吐腹痛の自覚症状はない。そのため腹部状況を観察した所圧痛を認めたため
医師に状況報告し腸閉塞と診断され入院となる。B 患者もアルゴリズムに準じて腸管洗浄を開始した。
一般的に通常 7 回以上の排便で検査可能な状態と言われているが２Ｌ内服しても排便回数が 2 回のみで
ある。医師に報告後グリセリン浣腸を実施。反応便がないため腸閉塞の可能性が高いと判断し再度医師
に報告して腸閉塞で入院となった事例である。A 患者、B 患者とも看護師がアルゴリズムに沿って腹部の
観察を行う。異常を発見し医師に相談及び状況を報告した事例である。

【考察】
ニフレック®のアルゴリズムは早期発見・対応ができる。腸管洗浄度を経時的に観察できる。内服の継
続・中止が看護査定できる。追加処置が看護判断の指標となる。医師への報告がタイムリーにできる。
安全に前処置を行えるツールである。
【結論】
「ニフレック®内服のアルゴリズム」は大腸内視鏡検査前処置に対して有用性があることがわかる。今
後は標準化したツールを正しく使うための教育的な関わり偶発症の早期発見対応がなされているかを継
続的にモニタリングしていく必要がある
【参考文献】
1) 企画赤松泰次 消化器 BOOK 03 内視鏡診療の安全管理・偶発症や感染の予防と対処法第１版発行・東京・羊土社
（2011）13-23・40-45
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O-6 大腸内視鏡検査を受けるにあたっての前処置に対する患者意識調査
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背景・目的
大腸内視鏡検査は大腸がんの早期発見・治療に有用な検査である。しかし、患者からは「検査よりも
前処置の方が苦痛である」という声をしばしば耳にする。当院ではニフレック®（PEG）2L 法にて前処
置を行っているが、同じ前処置でも洗浄効果や認容性には個人差が認められる。そこで今回、大腸前処
置に対するアンケート調査を行った。
方法
対象は 2010 年 1 月から 8 月までに文書にて同意の得られた大腸内視鏡検査予定の外来患者 250 例（男
性：女性＝150：100、平均年齢 69.6±9.4 歳）。当院の前処置の方法は、前日昼より検査食（エ二マク
リン CS®）を摂取、就寝前にラキソベロン®15 滴内服し、当日は朝、内視鏡室に集合し説明後、院内で
PEG を 200ml/10 分のペースで飲用する。飲用開始 90、150、210 分後に排便チェックを行い、150 分
後の時点で洗浄不良の場合には追加処置を行うこととしている。アンケートは集合時に配布、検査開始
までに各自記入してもらい回収した（図１）。
結果
250 例中 1 例が発熱で前処置中止となった。検査経験回数（1/2/3/回以上）は（65/69/115）であった。
PEG 2L の 100％飲用率は 92.2％（227/249）、80％以上飲用率は 96.0％（239/249）であった。平均飲
用時間は 145±47 分、初回排便時間は飲用開始後 63±29 分、前処置所要時間は 191±70 分、平均排便
回数は 8.4 回±3.0 回であった。また、66 例で追加処置（平均追加 PEG 633±345ml、適宜浣腸を施行）
を要した。PEG 飲用に関して 71.5％（178/249）が苦痛と感じていた。その理由として量 55.6％、味
25.4％、両方 19％と 7 割超が量の多さであった。量に関して、飲用前に飲用可能だと思う量を尋ねたと

ころ≦1L；22.2％、≦1.5L；19.8％、≦2L；43.1％、＜2L；14.9％であったが、実際ニフレック®を飲
用して苦痛を感じた量は、≦0.5L；7.7％、≦1L；22.6％、≦1.5L；31.9％、≦2L；13.6％、感じない；
24.2％であった。2L までは飲用可能と思っていた患者は飲用後に減少し（P＜0.001）、1.5L までで苦痛
を感じると答える割合が増加した（P=0.051）
（図２）。男女別で見ると、1L の時点で男性は 22.8％、女
性は 41％で苦痛と答えており、女性の方が少ない量で苦痛を感じていた（P＝0.036）。2L を苦痛と感
じない割合は男性で多かった（P=0.004）（図３）。年齢別では 70 歳未満、70 歳以上で比較したが差は
認めなかった（図４）
。有害事象に関しては、飲用中に嘔気を 11 例、嘔吐 1 例、腹部膨満感 71 例、腹
痛 6 例に認めた。

図１

図３

アンケート結果

苦痛を感じた量に関して（性別）

図２

図４

PEG の量に関して

苦痛を感じた量に関して（年齢別）

まとめ
大腸内視鏡検査の前処置における PEG は、患者の約 7 割が苦痛と感じており、その理由として 7 割
以上がその量の多さを理由に挙げていた。また、患者の 6 割は前処置を行う際、2L の PEG を飲用でき
ると考えていたが、実際に苦痛なく 2L を飲用できる患者は 3 割弱で、6 割は 1.5L までに苦痛を感じて
いた。また、その傾向は年齢には関係なく、女性で強く認めた。この結果をもとに当院では減量の試み
として PEG 1.5L とし、洗浄効果を損なわないため消化管運動機能改善薬のガスモチン®を併用すること
による非劣性試験を行った。しかし、腹部膨満感の軽減など忍容性は改善したが、洗腸効果は十分では
なかった。今回の調査では大腸内視鏡検査の前処置に対して、多くの患者が 2L という量に苦痛を感じ
ている状況が把握できた。今後は、減量に向けた更なる取り組みが必要である。
連絡先：〒464-8681 愛知県名古屋市千種区鹿子殿 1-1
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Ｏ-7 大腸内規鏡検査で前処置不良となる患者の実態調査
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背景

尚子

大腸内規擬検査は前処置が不良であると病変の観察が不十分になるほか、検査時間が延長するなど患
者に不利益が生じる。また当院では診断だけでなく治療も同時に行っているので、安全のためにも前処
置は重要である。当院の前処置法は、院内法と在宅法の２種類かおる（図１）
。
来院途中の排泄が心配な患者や、前日の検査食を摂取するのが困難な患者には院内法を、高齢や病状
などにより多量な下剤内服が困難な患者には在宅法を奨励しますが前処置法は患者に自由選択してもら
っている。これらの前処置で洗浄不良の患者に対してはマグコロールⓇの追加内服や詫腸等の処置を行
っている。しかし、追加処置を行うことは患者に身体的負担を与えるとともに、処置に対する羞恥心や
検査開始時間が大幅に遅れる等精神的負担も与える。そこで前処置不良患者の追加処置を減らし、患者
の負担を少しでも軽減できるよう、洗浄不良となる要因は何かを検討した。
目的
洗浄不良となる患者の要因を調査し、問題点を明らかにする。
対象
当院の外来で内視擬検査を受ける 20 歳以上の患者とし、2012 年 8 月～10 月で調査した。本研究は
独立行政法人国立がん研究センター東病院の倫理委員会で承認された。
方法
検査医が検査時に判定した洗浄度（良は観察範囲内の粘膜が 90％以上世話可能、不良は観察範囲内の
粘膜が 90％未満）と洗浄に影響していると考えた項目（前処置法と患者側の因子）について診療録より
調査した。
分析
排便回数、飲用開始から初回排便までの時間、前日の非奨励食品摂取の有無等を院内法、在宅法間で
比較検討した。洗浄度が良・不良の２群間で、前処置法、性別、年齢、便秘、開腹術の既往、非奨励食
品摂取、糖尿病の既往の有無を比較検討した。
患者背景（図２）
前処置法の背景（図３）
院内法と在宅法の比較
上の４項目では院内法と在宅法では差はみられなかった。前日の非奨励食品の摂取では、院内法は 111
名（74％）と多くの患者が前日に非奨励食品を摂取していた。また在宅法でも 14 名（9％）が前日検査
食以外に非奨励食品を捕食していることがわかった（図４、５）
。
洗浄不良要因の検討
洗浄度の良、不良の比較で、前処置法と患者要因である便秘、非奨励食品の摂取に有意差がみられた
（図６）
。
洗浄度不良群における摂取された非奨励食品の詳細（図７）

考察
洗浄不良要因は便秘と非奨励食品摂取が関連していることがわかった。便秘の患者に対しては、検査
数目前からの緩下剤内服で排便コントロールすることを指導していくことが重要である。
当院の院内法は前日に検査食を摂取しない為、患者が選択する前日の食事内容は重要と考える。また、
院外法でも検査前日に検査食以外に捕食をしていることもあるため、注意が必要である。
患者の中には乳製品は非奨励食品と認識していない、便秘対策の為、積極的に繊維質の食品を摂取して
いた、日常で玄米などを摂取していたため検査前も続けていたなど誤った食事を摂取しているケースも

あった。非奨励食品をきちんと理解してもらい、摂取しないよう食事指導を強化することで前処置をス
ムーズに行えるのではないかと考える。また男性が７割を占めていることから、本人だけでなく食事を
用意する家族への指導も必須である。今後、奨励食品、非奨励食品がよりわかり易いクリティカルパス
に改善していく予定である。
結語
今回の調査から洗浄不良となる患者の要因は、前日に摂取された食事に大きく左右される可能性が示
唆された。
引用文献
1)Chiu HM， et a1. Am J Gastroentero1. 2006 ； 101:2719-25. CrossRef
2）岩井淳浩･小山洋･伊藤和郎:大腸内視鏡の前処置,消化器内視鏡,15（11）， p 1582-1586， 2003
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，
p 120－124， 2010
2)野崎良一・松平美貴子・山田一隆：大腸内祝鏡検査前処置の有用性と安全性に関する検討，新薬と臨床，60（5）
，p 188
－197， 2011
3）西野晴夫他：クエン酸マグネシウム等張液による大腸内視鏡検査前処置の検討：新薬と臨床，49（5），p 81－88，
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7)高橋ひとみ他：効果的な腸管内洗浄を目指した全大腸内祝鏡検査前処置の検討：日本看護学会論文集，39，p 206－
208， 2008
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大腸憩室を有する受診者に対し専用検査食を連日利用した前処置洗浄度評価の試み
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目的
近年、高齢者における大腸憩室症が増加傾向であり、大腸内視鏡検査時に憩室内の残渣が残りやすく
検査の障害となっているケースが多い。しかし、憩室の洗浄度を向上させるために腸管洗浄剤の服用量
を増やすことは検査への不安・負担感を増し、持続的な腸管刺激による出血リスク等の問題もある。今
回、ソルビトールによる緩下剤作用により便通を良好にする機能も付加された検査食（クリアスルーＪ
ＢⓇ及びクリアスルー３食セット）を憩室症の受診者に連日用い、前処置後の良好な洗浄度評価の可能
性について検討したので報告する。

方法
当院にて大腸内視鏡検査予定の受診者 30 名（男性 13 名、女性 17 名、30～80 歳代）について、検査
の前々日にクリアスルーＪＢⓇを、検査前日にクリアスルー３食セットを食事として利用してもらい、
当日の腸管洗浄剤（マグコロールⓇＰまたはムーベンⓇ）を通常使用量の半分に減量して、他の前処置は
変更せずに前処置後の洗浄度評価を実施した。排便に要した時間を記録し、腸管内洗浄度の評価は検査
担当医によって直腸、S 状結腸、下行結腸、横行結腸、上行結腸、盲腸各部位別について憩室の有無も
含めて視覚的に６段階に評価した（図 1）。
結果
経口腸管洗浄剤を半減したが、服用開始から排便が完了するまでの時間は平均 133.2 分（排便開始か
ら排便完了までの時間は平均 98.5 分）であった。前処置との比較では最大値のばらつきは試験区がや
や大きいが、腸管洗浄剤の量が半分であっても他のばらつきは通常前処置と差は無く、同等以上であっ
た（図 2）。また、憩室の発生部位は上行結腸 83.3％・Ｓ状結腸 73.3％の順で高かった。しかし、憩室
を有しているのにも関わらず、腸管内の洗浄度評価結果では、全部位で平均 5.0 以上の高い評価を得た
（図 3）。また、検査食摂取時の印象は 70％以上がいずれも「美味しい」と評価したが、
「物足りなかっ
た」という評価も 60％以上認められた（図 3）
。
考察
洗浄度評価の平均点は高かったが、部位により低い洗浄評価となる患者も数名おり、70 代以上の高齢、
便秘傾向、憩室ありの複合条件が洗浄度を下げるケースと推察された。
結語
憩室症の大腸内視鏡検査において検査前に連日検査食（クリアスルー）を利用することは、腸管洗浄
剤を半減でき良好な洗浄効果が得られる可能性が高い。しかし、高齢かつ便秘がある受診者については
洗浄効果をさらに上げる工夫が必要であり、今後取り組んでいきたいと考える。

連絡先：〒885-0086 宮崎県都城市都島町 506 番地
TEL：0986-22-2806

Ｏ－9 大腸内視鏡検査前処置の経口腸管洗浄剤２分割法の有用性に関する検討
受容性・排便時間・洗浄度を一括法と比較して
労働者健康福祉機構 東北労災病院
消化器内視鏡センター
医師
消化器科病棟

○宍戸美由紀・内村 悦子・宮川
前川

明子

浩樹・小島 康弘

枡澤由美子・高橋 真美

【背景と目的】
大腸内視鏡検査の前処置として経口腸管洗浄剤ニフレックⓇ配合内服剤（以下ニフレックⓇ）が普及し、
その有用性が認められている。一方、大量服用は患者にとって負担が大きく、服用に時間がかかり検査
に支障をきたす事も経験する。当院では前処置を悪化させず患者負担も軽減させる目的で、前処置のひ
とつとして２分割法を行っている。今回、２分割法の有用性について受容性・排便時間（下剤服用開始
から検査可能までの時間）・洗浄度に関して一括法と比較検討したので報告する。
【定義】
2 分割法とは、ニフレックⓇ２L を前日夜と当日朝に１Ｌずつ２回に分割して服用する方法。
一括法とは、当日朝にニフレックⓇ２L 服用する方法
【対象と方法】
期間

2011 年 8 月～2012 年 10 月

対象

消化器内科で大腸内視鏡検査・治療を目的にニフレック®２L 服用し排便確認シートを明記した患
者 200 名

平均年齢 64.1 才。

外来患者 160 名（一括法 109 名

2 分割法 51 名）

入院患者 40 名（全例 2 分割法 一年以内に一括法経験者）
共通の前処置は、低残渣食摂取と前日 20 時ラキソベロンⓇ 10ml と当日ガスコンⓇ ドロップ内用液
2%5ml 服用。ニフレック® の服用開始時間、2 分割法は前日 20 時±１時間と当日７時±２時間。一括法
は当日 7 時±2 時間
（検討１）質問紙による受容性の検討。内容は２分割法の飲み易さ・感想・次回選択する服用方法。対
象は入院患者 40 名
（検討２）排便確認シートによる排便時間の検討。対象は一括法 109 名（外来患者）２分割法 91 名（外
来患者 51 名と入院患者 40 名）
（検討３）洗浄度の評価。対象は外来患者（追加処置者除外）一括法 108 名、2 分割法 50 名
洗浄度を 1 残渣なし、２残渣少量、３残渣あるが検査は可能、４不良の４段階スコアを用い
て検査時に医師が判定し、洗浄度 1 と２を良好とした。
【結果】
（検討１）2 分割法は、飲みやすい 82.5％、精神的に楽 50％、夜間排便の不満や不眠の訴え 27.5%、洗
浄度に不安がある 10%（複数回答）。次回希望する下剤服用方法は２分割法 72.5％、一括法
25％
（検討２）時間帯別排便率は、一括法は～22 時 2.8％、22~24 時 4.8％、4~6 時 57.8％。２分割法は～
22 時 70.3％、22~24 時 64.8％、4~6 時 41.8％で一括法は当日４時以降、２分割法は前日 24
時までの排便が多い（図 1）。

外来患者（追加処置者除外）の当日ニフレックⓇ 内服開始からの排便所要時間の平均は一括
法（108 名）192.5 分、２分割法（50 名）127.0 分
（検討３）一括法の洗浄度１は 76.9％、２は 21.3％、３は 1.9％。2 分割法の洗浄度１は 66％、２は
32％、３は 2％であった。（図 2）

図１ 時間帯別排便率

図２ 洗浄度の評価結果

【考察】
2 分割法を採用してから吐気・嘔吐で２Ｌ服用できなかった患者も全量服用できた事例を経験してい
る。今回の結果からも２分割法は１回量を１L に減量した事が服用量の負担感を軽減し受容性を高めた
と考えられる。夜間排便の不満や不眠は、共通の前処置として前日夜にラキソベロンⓇを服用しており、
どちらの方法でも可能性がある。２分割法は前日夜、一括法は当日早朝に排便が多いという特徴を理解
し個々にあった方法を選択していく事が大切であると考える。洗浄度は双方 98％が良好で同等であり、

２分割法の方が検査当日の排便所要時間が約１時間早く、午前の検査に有用である。
【結論】
1.２分割法は一回の服用量の減少が患者の受容性を高めた
2.洗浄効果は一括法と同等である
3.２分割法は一括法より当日の検査可能になる時間が早く午前の検査に有用である
連絡先：〒981-8563 仙台市青葉区台原 4 丁目 3 番 21 号
TEL 022-275-1111
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全大腸内視鏡検査の前処置における改良後リン酸ナトリウム製剤の有用性
伊達赤十字病院
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【背景と目的】
現在、当院で使用している全大腸内視鏡検査（以下 TCS）の前処置はポリエチレングリコール（以下
ニフレックⓇ）またはリン酸ナトリウム製剤（以下ビジクリアⓇ）である。TCS が予定された時点で年齢、
基礎疾患などを考慮し、いずれかを選択し前処置を行っている。しかし、ビジクリアによる前処置では
結晶セルロースが腸管内に残存することで、前処置に要する時間が長いことや、腸内洗浄度が低下する
ことが問題点であった。2011 年１月にビジクリアが改良され、セルロースの残存が軽減されたことから、
その有用性を前向きにニフレックと比較検討した。

（図 1）

（図 2）

（図 4）
（図 3）

（図 5）

（図 6）

【対象と方法】
対象は 2011 年 11 月～2012 年 1 月に外来で TCS を施行した 162 例（ニフレック 147 例、ビジクリア 15
例）で、年齢 26～88 歳（平均 66.6 歳）男性 90 例、女性 72 例。前処置の際に洗腸を追加した患者や大
腸切除歴のある患者は除外した。前処置の所要時間、盲腸到達時間、総検査時間、腸管洗浄度をニフレ
ック（N 群）とビジクリア（B 群）で比較検討した。腸管洗浄度の判定は施行医師が Aronchick scale（図
1）と Boston bowel preparation scale（BBPS）
（図 2）により行った。
【結果と考察】
N 群および B 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、203 分/216
分、7 分 13 秒/10 分、16 分 6 秒/18 分 38 秒であり、有意差は認めなかった。N 群および B 群の Aronchick
scale による腸管洗浄度では、それぞれ、Excellent61％ /40％、Good35％/50％、Fair4％/10％、
Inadequate0％/0％（図 3）
、BBPS では、それぞれ、右側結腸 2.36/2.6（図 4）
、横行結腸 2.68/2.5（図 5）
、
左側結腸 2.79/2.5（図 6）であり両群間に有意差を認めなかった。N 群および B 群ともに前処置による
有害事象はなかった。
【結論】
全大腸内視鏡検査の前処置において改良後のリン酸ナトリウム製剤はニフレックと同等に有用である。
【連絡先】〒052-0021
TEL

伊達市末永町 81-12

0142-23-2211

