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はじめに
内視鏡的逆行性膵胆管造影（以下 ERCP）や内視鏡的粘膜下層剥離術（以下 ESD）などの治療内視鏡の増加とと
もに deep sedation の割合も増えている。一方、鎮静に伴う呼吸、循環動態の変化を来たすリスクは高く、看護
師は deep sedation 中の患者管理や偶発症に対応するためのスキルに不安を持っている現状がある。わが国にお
ける内視鏡での、鎮静中の患者管理に関する報告はまだ少ない。
近年、実践能力強化としてのシミュレーション教育が、注目されている。阿部はシミュレーション教育とは、
「実際の臨床現場・臨床場面を模擬的に再現した学習環境を提供し、学習者の模擬体験から医療者としての知識・
技術・態度の統合およびチーム連携の強化を目指す教育」であると述べている。医師・看護師がチームを組んで
おこなっている ERCP、ESD などの治療内視鏡の偶発症対処の習得には、このようなシミュレーション教育が有効
であると考えた。
研究目的
鎮静下の治療内視鏡における偶発症に対応できるスキルを習得するためのシミュレーション教育の有効性を明
らかにする。
研究方法
1.研究期間：2011 年 9 月から 2012 年 2 月
2.対象：師長および研究スタッフを除いた内視鏡センタースタッフ 11 名
3.データ収集方法
1)シミュレーション前後に、検査前、検査中のアセスメント項目や内容、鎮静剤使用時の観察や
判断、急変時の対応の 3 点にわけた自己評価表を作成し、4 段階評価をおこなった。
2)シミュレーション後におこなう振り返りでの意見をより掘り下げて分析するために、インタビ
ューガイドを用いて半構成的面接法にてグループインタビューをおこない逐語録を作成した。
4.シナリオ作成
deep sedation 下でおこない急変の危険性がある緊急 ERCP のシナリオで、入室時のアセスメント
から急変時対応までのシミュレーションをおこなった。
5.分析方法
1)シミュレーション前後での各自己評価の変動について Wilcoxon の符号付順位和検定を行った。
2)シミュレーション後の振り返りでの逐語録より、シミュレーション教育での学び・気づきについ
て関連する部分を抽出し内容分析をおこなった。
倫理的配慮
本研究は、当院倫理委員会の承認を得たうえでおこなった。
結果と考察
1.全項目について、P＜0.05 にてシミュレーション前後で有意差を認め、シミュレーション後の得
点が向上していた（図１ シミュレーション前後の自己評価の得点変化 ）

2.シミュレーション後の振り返りでの逐語録での内容分析の結果、[言葉に出す大切さ][数値から
見る病態の探索][自分の行動の振り返り][自分の課題の気づき][他者との考え・行動の共有][前向きな取り組
み][五感を駆使することの大切さ][急変時の役割の明確化][危険予知の視点の習得][急変時の具体的な問題点の
明確化]を体験することができていた。（表 1）
このように、私たちの研究でも阿部が述べているように「時間軸の中での個人の知識と技術の統合」
「チームメ
ンバーの判断や動き」「リーダーシップのあり方」などを学ぶことができたと考える。
どんなときによく学べるか、学んだことをどれだけ記憶にとどめられるかについて、吉田は「聞いて見たとき

表１ シミュレーション後振り返りでの逐語録の内容分析
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リーダーは処置時刻や患者の状態変化の記録、
サブ、応援者ともにリーダーがすることを指示できるようになったらいいと思う
リーダーはモニターのそばにいて患者のバイタルの監視
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夜間のスタットコールなどでは、物品がわかるセンターNS が外回りをして、センター外の応援者が、心
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マとか挿管の介助（救急カートや院内統一なので物品がわかる）
リーダーが患者の様子を一番把握しているので、たとえばマヒがあるとかルートの場所とか、仰臥位にす
る時にリーダーがそのような情報を声かけをしてスタッフに注意を喚起するなどリーダーが指示を出す
応援者は状況が把握できずにきているので、リーダーが端的に説明してあげられたらいいと思う
声を掛け合ってリーダー・サブ・応援者の協力が必要
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疾患の重症度によってショックを起こす可能性があることを知り、観察が必要
混乱している現場では行為の復唱が大切
救急カートの物品が意外に出しにくかった
ナロキソンが手間取る
金庫の鍵を探すのが手間取るので ERCP のリーダーは必ず持っておく

急変時の具体的な
問題点の明確化

ＥＲＣＰ中は腹臥位から仰臥位になるのに手間取った→ストレッチャーを持ってきて患者をゴロリと 1 回
転させたほうが速く仰臥位にできた
スタイレットの使用方法など日ごろから点検が必要
ベースの蘇生ができたらカウンターショックやルートが抜けた場合や夜間の人数の少ないケースなどいろ
いろなバリエーションをやってみたらよい

の 20％に比べて、体験したときは 80％の効果がある」と述べており、本研究の結果からも体験することで学ぶ
シミュレーション教育は有効と考える。
結論
鎮静下治療内視鏡における偶発症対処のためのシミュレーション教育の効果として、上記の 2 点が上げられ、シ
ミュレーションは有効であると考える。
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【はじめに】
内視鏡検査・治療の高度化に伴い、様々な職種の専門性を活かしチーム医療として携わっている。当院では臨
床工学技士が 3 名勤務し、ローテーション業務を組むことなく専属で従事している。
【目的】
新人教育にコーチング（やる気や可能性を最大限に引き出し、自発的行動を促進しながら自己実現をサポート）
を行い、双方向に、継続的に、相手に合わせたコミュニケーションをとることを原則としたコーチングコミュニ
ケーションを用いた教育体制を報告する。
【対象・方法】
新人技士１名を、2011 年 4 月から 1 年間の教育体制を振り返り、教育方法の成果を検討した。方法であるが
1.内視鏡での基礎的業務として、洗浄・消毒の基本や周辺機器・器具の準備、病理検体の取り扱い等を教育カリ
キュラム表を用いて行い、各クール後に新人と指導者とのディスカッションにより理解度の確認と目標設定を行
った。（図 1・2・3 参照）
2.知識向上とエビデンスに基づく医療の重要性の理解を高めることと、自主性の引き出しをサポートする目的と
して、学会発表や業務に関連する課題を与え、研究テーマとして取り組むようにコーチングを行った。
3.症例達成度を指標とした内視鏡治療の直接介助業務（ＥＭＲ・ＥＳＤ・内視鏡的止血術・食道静脈瘤治療・拡
張術等）ではクリニカルラダーを導入し、指導者がコーチングを行い、目標設定や自己評価・課題に関して評価
分析を行った。
例えば、ＥＳＤ直接介助のクリニカルラダーとして以下の 7 項目を初期目標として挙げている。
1.ＥＳＤの準備。2．直接介助者の助手経験。3.カンファレンスにより病変部のプレゼンテーション。
4.ＥＳＤライブや各種研究会への積極的な参加。5.胃前庭部病変からの直接介助独り立ち。6.過去の症例等の記
録を振り返っての高周波のトレーニング。7.胃ＥＳＤ100 例を目安に指導者判断により食道・大腸へ。
【結果】
1.教育カリキュラムを作成することで、自らが目標を設定し考え、行動し、業務の理解度や苦手・反省点を客観

的に理解できた。指導者は、自発性がでる瞬間を見逃さずポイントを押さえたコーチングが行え、本人が気づい
ていない問題点・更なる可能性をサポートできた。
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（図）
2.教育の評価としてデータに基づいた学会発表を行ったことは、医療の重要性の理解・自主性の引き出しを目的
とになり、他施設との意見交換やモチベーションの向上に有用であった。また、停電や節電を考慮し、検査室内
での電源ユニットの確認を行うことは、臨床工学技士としての専門性を活かせ、尚且つ各種電源ユニットの定格
容量を図に表したことで、スタッフ全員が容易に把握でき、トラブルシューティングでの対応が容易となる。
（図
4 参照）
3.内視鏡治療における新人の直接介助は、2011 年度の実績として、大腸ＥＭＲ76 件・食道静脈瘤治療 32 件・消
化管止血術 53 件・拡張術 41 件であった。2012 年度からラダーを一段階上げ、胃ＥＳＤ・ＥＭＲ35 件・休日緊急
対応 5 件などを現在までに経験しており、マニュアルに準じた手技の取得に繋がっている。
【考察】
新人教育においてコーチングコミュニケーションを実践することにより、新人・指導者双方のさらなる可能
性・個々の持てる能力を引き出し、自分で「やる」というパワフルさや自発的行動を促進でき、これまで気づか
なかったことや新人の持つ不安・心配を取り除くことができた。
【結語】

コーチングコミュニケーションを用い、カリキュラムやラダーを用いて計画的に教育を行うことで、チーム全
体の業務の質向上につながり、安全・安心な内視鏡検査・治療を提供できると考える。
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Ｓ３．当院における医学英語教育の必要性～治療につながるキーワードを作成して～
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【はじめに】
当院では、検査依頼時の検査目的・病歴・コメント等の医師の記載が、英語・略語で行われる事が多々ある。そ
の多くは実施要領や注意喚起に関するものであるが、稀に理解不十分なまま処理される場合がある。この様な医師
の指示に対する不十分な対応は、医療過誤にも繋がりかねない。この為、医師の指示のオーダー事項の確実な理解
を期するため、医師が使用する英語・略字を集めた「治療につながるキーワード」を作成し、チーム医療を担うス
タッフや学生等に配布し有用性を検討したので報告する。
【方法】
2011 年 11 月１日～2012 年 4 月 27 日までの内視鏡検査依頼票、所見記入票、カルテ等に記入された医学英語・
略語のうち、内視鏡治療につながるものを抜粋して治療毎に分類した。また、その有用性について、内視鏡技師
3 人・看護師 5 人・医事課事務職員 4 人・医学生（6 年生）2 人に対してアンケート調査を行い、検証した。
【結果】
1.[このような資料の必要性を感じるか？]の問いに対して 84.6％が「必要」と回答した。
2.必要性を感じている者に対し、[いつ必要か？]の問いに対しては「毎日、必要に応じて」が 100％
となった。
3.[目的は？]については、複数回答可とし、「検査内容把握の為」78.5%、「専門用語を理解し、他職
種とのコミュニケーションを取る為」85.7％、「仕事がスムーズにすすむ為」71.4％、「仕事上の
ミスをなくす（減らす）為」78.5％、「自己学習の為」71.4％、となった。
4.[誰が作成に関われば良いか？]の問いは複数回答可とし、
「内視鏡技師」78.6％、
「医師」50.0%、
「看護師」21.4％、
「医事課事務職員」14.3％の回答を得た。
【考察】
1.医師が依頼時に繁用する言葉については、パラメディカルがすべて理解していることが望ましい
が、判らなくてもすぐに確認できる体制が必要である。

図 「治療につながるキーワード」に挿入する手順」
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2.作成に関しては、その医学英語・略語を熟知している医師が作成するのが適任であるが、多忙な
診療業務を優先させることに鑑み、内視鏡技師がパラメディカル教育の一貫として行う事がより
効果的である。

3.使用される医学英語・略語は医師や症例により、限りなく出現すると思われる。継続的な調査及
び情報の共有に努める事が望まれる。
【結語】
内視鏡技師は、チーム医療推進の為に、内視鏡治療の経験等を踏まえ、他職種の教育に携わる事が重要である。
【参考文献】
1)峯 徹哉、ほか；消化器内視鏡用語集 第３版、医学書院、日本消化器内視鏡学会 2011.4
【英語索引】
1.Medical Eｎｇｌｉｓｈ
2.ｄigestive endoscopy

【連絡先】〒259-0198 神奈川県中郡大磯町月京 21-1
TEL：0463-72-3211(内)2470-2472
FAX：0463-72-2256

Ｓ-4 内視鏡看護師としてできる研修医への支援 ～研修医への関わりを通して～
伊勢赤十字病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○河西 香織・太田 明美・早田 真澄
河井美智子・出口 京子
看護師

岩崎あゆみ・山本京子

【はじめに】
Ａ病院では、平成 19 年に特定非営利活動法人、卒後臨床研修評価機構により臨 床研修評価の認定を受け研修
医の受け入れを行っている。ここ数年は、初期研修に 12 名～15 名の研修医を受け入れ消化器科内視鏡室におい
ても 2 か月ごとに 1 名~2 名の研修医が研修を行っている。平成 24 年 1 月から新病院の移転に伴い内視鏡室は、
救急外来を兼務していたシステムから独立し内視鏡技師 5 名、看護師 2 名の固定となった。しかし以前の内視鏡
室では、検査・治療が多忙なことや救急外来のスタッフ要員であったため研修医との関わりが少なく研修内容や
指導内容が把握できていなかった。また研修指導・教育は消化器医師が行うものであると考えていた。これから
は、内視鏡技師・看護師として研修医との関わりを通し患者の安全・安楽・安心を守りながら研修医への支援の
あり方を考え今後のチーム医療につなげていきたい。
【目的】
内視鏡技師・看護師の立場から内視鏡室における研修医への研修支援のあり方を考える。
【研究方法】
対象：A 病院内視鏡室内視鏡技師 5 名、看護師 2 名
研究方法：半構成的面接法
分析方法：KJ 法にてカテゴリー化し分析を行った。
倫理的配慮：本研究については、A 病院の倫理委員会の承諾を得た。
【結果】
看護師が研修医に対して出来る支援として精神面では「研修しやすい職場環境作りへの支援」
「職場の人間関係
やコミュニケーションへの支援」
「目標達成意欲、成長への支援」の大カテゴリーと 11 個の中カテゴリー、34 個
の小カテゴリーが抽出された。技能面では「内視鏡検査システムへの支援」「内視鏡看護への支援」「内視鏡室で
の安全管理への支援」
「内視鏡室での感染管理への支援」
「内視鏡実践への支援」の大カテゴリーと 26 個の中カテ
ゴリー、64 個の小カテゴリーが抽出された。
【考察】
研修医への関わりを通して内視鏡技師・看護師が出来る支援は、大きく精神面と技能面に分類された。精神面
では、新しい環境に慣れるまで、気軽に話しかけやすい雰囲気作りや、実践できる環境作りが良好なコミュニケ
ーションを生み、研修医のやる気や達成感へと繋がっていくと思われる。また、医療人として研修医に関心を持
ち、チームの一員として積極的に関わることで内視鏡研修にやりがいを感じさせることが重要である。そして精

表１ 研修医への精神面への支援
大カテゴリー
研修しやすい職場環境作りへの支援

中カテゴリー
１．内視鏡医師・看護師の積極的な受け入れ姿勢
２．研修医の目標達成への積極的に関わる姿勢
３．チーム医療に携わる医療人としての姿勢
４．研修環境の整備
５．患者への配慮

職場の人間関係や

１．積極的な会話

コミュニケーションへの支援
２．積極的な関わり
３．積極的な情報交換・情報共有
目標達成意欲・成長への支援

１．目標の共有
２．到達度の共有
３．モチベーションの向上

表２ 研修医の技能面への支援
大カテゴリー
内視鏡検査システムの理解への支援

中カテゴリー
1．内視鏡室のオリエンテーション
2．内視鏡機器の取り扱い方法
3．内視鏡の業務手順
4．内視鏡検査のルール
5．電子カルテの見方

内視鏡看護への支援

1．検査・治療時の対応
2．緊急時の対応

内視鏡室での安全管理への支援

1．患者確認
2．適切な薬剤の選択
3．セデーション時の全身管理
4．機器・機材の安全な操作確認
5．検体の取り扱い
6．内視鏡治療時の熱傷
7．転倒・転落防止

内視鏡室での感染管理への支援

1．スタンダードプリコーション
2．スポルリングの分類
3．感染管理ベストプラクティスに基づいた手指衛生
4．洗浄・消毒の実際
5．防護具の着用
6．検査室の清掃

内視鏡実践への支援

1．インフォームド・コンセント
2．適切な患者選択
3．検査時の患者への配慮
4．検査後の患者への配慮
5．模擬体験
6．内視鏡モデルによる実践練習

神面への支援を行いながら技能面への支援が充実かつ円滑に実践できるように支援しなければならない。そのた
めには、内視鏡検査システムを理解し、検査の流れ、内視鏡機器の取り扱い方法を学ぶ必要がある。また、内視
鏡室での安全管理においては、間違い防止、安全な機器・器材の提供が重要であり、検査前の患者確認や、機器
の点検は、不可欠である。さらに感染リスクの高い内視鏡室では、感染管理が最も重要であり特に看護師から研

修医へ指導出来る支援である。内視鏡実践では、研修医が目的、目標を設定し達成するためには、個々の研修医
にあった目標を設定することが重要である。それをスタッフ間で共有し理解することが支援の第一歩である。ま
た支援の方法についても患者への同意など難しい問題点もあるが、指導医・上級医の十分な説明や、看護師によ
る患者への配慮で克服できるのではないかと考える。
【結論】
1.研修医を支援していくためには、精神面・技能面への支援が重要であり、精神面の支援を行いな
がら技能面への支援を進める必要がある。
2.職場の人間関係や良好なコミュニケーションが研修医のやる気や達成感へと繋がる。
3.研修医が目的・目標を達成するためには、スタッフ間で研修医の到達度を共有し個々に合った支
援が必要である。
参考文献
1)上野 有生、ほか：医師・看護師の育成と理想的な指導法を目指して、京都医学会雑誌、56(1)、 P87,2009
2)高見澤 巧、ほか：研修医教育における看護師の関わり方、日本農村医学会雑誌、55(3)、P465、 2004
3)竜田 正晴、ほか：消化器内視鏡看護

連絡先:〒516-8512 三重県伊勢市船江 1 丁目 471-2
℡：0596-28-2171

Ｓ-５ 内視鏡業務に携わる臨床検査技師の現状と課題
医療法人山下病院 検査センター
○馬場 朱美・今枝 佳三・坂口 紀代・桑原ともみ・野村 秀子・
井上美矢子・藤下 フミ・平井英津子・今枝千恵子・小久保美香
佐々木かおり・倉冨 美紅・高木 京子・宮川 紀子
背景
消化器専門病院の当院は、現行の業務体制が確立される以前、内視鏡技師有資格者で専任の臨床検査技師（以
下検査技師）を主体とし内視鏡業務が遂行されてきた。しかし、多種多様かつ増加し続ける検査に対応するため
看護師の増員のみがなされ、これにより看護師主体の体制となり現在に至る。少数派の検査技師の存在は、業務
範囲や視点の違いだけでなく専任がゆえに一歩間違えればチーム医療としての不均衡を招くことも懸念される。
目的
内視鏡業務に携わる検査技師について意識調査を行いチーム医療について検討した。
方法
平成 23 年 9 月 11 日、第 57 回近畿消化器内視鏡技師学会にてアンケートを実施、検査技師と看護師を対象に比
較検討した。
結果
回答を得た 188 名の内訳は検査技師 14 名、看護師 162 名、他職種 9 名、不明 3 名。内視鏡技師有資格者のうち、
専任との回答は検査技師９名中 2 名、看護師 88 名中 35 名。
内視鏡業務に対して A[看護師不足の場合、検査技師での補充は十分に考える余地があるか]、
B[検査技師の雇用は機器・感染管理においてメリットがあるか]、C[注射や浣腸に携われない検査技師の雇用は問
題があるか]、D[実際に検査技師雇用の話題が出たことはあるか]、E[検査技師の立場は看護師と比べ劣等感やも
どかしさを感じるか]を表 1～5 に示す。
考察
A では各施設の状況や規模・方針にもよるが、業務可能としての意識は強い。しかし検査技師では内視鏡技師
であることを考慮しても、患者を看るという点で限界があり不安が残る事も事実である。看護師不足を検査技師
で補うことは、検査数や検査スタイルに合致しなければ非常に難しい。
B では検査技師自身は専門分野での貢献を積極的に考え、看護師側からも期待されている。検査技師の配属は
感染管理の精度向上にもなりうる。

C では双方で問題視され、前処置やセデーションの多い内視鏡業務は、検査技師雇用による業務の滞りが懸念
されている。
D では検査技師配属下では建設的・能動的な傾向があると推測される。
E より法定免許の違いで業務範囲が限定され、オールラウンドプレーヤーになりきれないことが劣等感やもど
かしさを生んでいると考える。しかし検査技師の職種を活かし認められれば、オリジナルラウンドプレーヤーと
して活躍でき、劣等感やもどかしさの払拭となるであろう。しかし現状では兼任従事の場合も多く、ローテーシ
ョンから起こりうる業務への情熱や責任感の相違、相互の不理解などは検査技師側の課題でもある。
表１
非常にある

少しはある

あまりない

全くない

検査技師

43%

43%

14%

0%

看護師

31%

45%

20%

4%

非常にある

少しはある

あまりない

全くない

検査技師

43%

50%

7%

0%

看護師

31%

43%

20%

4%

全く問題ない

あまり問題ない

少し問題あり

非常に問題

検査技師

7%

14%

57%

21%

看護師

3%

26%

46%

24%

常にある

何度かある

ほとんど無い

全くない

検査技師

21%

29%

21%

14%

無回答 14％

看護師

6%

7%

15%

66%

無回答 6％

全く感じない

あまり感じない

少しは感じる

非常に感じる

7%

7%

50%

36%

表２
無回答

3%

表３

表４

表５

検査技師

まとめ
検査技師、看護師ともに、内視鏡業務における検査技師の雇用や機器・感染管理において、非常に建設的かつ
積極的な回答であった。しかし看護師の多い現場では、検査技師雇用の話題はほとんど無く、その理由の一つは
浣腸や注射が出来ないといった問題点の存在ではないかと察する。検査技師による内視鏡業務の従事は理論的に
可能である、または可能性を感じるも、現状は期待以上にニーズは少ない。
検査技師は劣等感やもどかしさも非常に強く感じており、これら払拭のためには業務の専任化や専門分野での
能力発揮の場を設けることも重要である。各施設の規模・方針は様々ではあるが、業務改善・意識改革で検査技
師のさらなる貢献を期待したい。対患者での「心・技・知「は最も重要であるが、互いを尊重し高め合う心・異
なった技術と知識の癒合、すなわち対メディカルスタッフでの「心・技・知」も必須である。
結語
チーム医療としての在り方や雇用形態の改革は、臨床検査技師の技術と意識の維持向上に寄与する。
連絡先：〒491-8531 愛知県一宮市中町 1-3-5
℡ 0586-45-4511
Ｅ-mail naishikyou＠yamashita.or.jp

Ｓ-6 患者ニーズに合わせたカプセル内視鏡検査の工夫
宝塚市立病院 消化器内視鏡センター
内視鏡技師 ○松本 裕子、川上 美里、荻野明日香
臨床検査技師

三國 深雪、村上 雅也、柴田 理絵、畑留 理子、
布上沙菜美、武田真理子

医師

中村久美子、江田 裕嗣、花咲 優子、山﨑 之良
糸原久美子、田村 公佑、林

慶紀、柚木崎紘司

志村 陽子、加藤 玲明、金

鏞民、宮崎 純一

阿部

孝

大阪市立大学大学院医学研究科 消化器内科学
医師

渡辺 憲治、荒川 哲男

大阪大学大学院 基礎工学研究科
八木 康史
【背景・目的】
小腸カプセル内視鏡検査（以下 CE）が 2007 年 10 月に保険適応となった当初のカプセルの電池の寿命は 8 時間
であった。2010 年 2 月に改良型の小腸用カプセルが日本でも発売となり、電池の寿命が約 15 時間と延長したこ
とで、全小腸観察率の向上が期待された。当院では 2010 年 7 月に消化器内視鏡センターを開設し、24 時間体制
で緊急内視鏡ができるようになった。小腸の出血にも対応できるよう、CE 及びダブルバルーン内視鏡（以下 DBE）
も導入した。それに伴い、消化管出血で緊急内視鏡を実施するケースが増加した。上部内視鏡及び大腸内視鏡検
査を施行しても出血源の特定ができず、時間外に CE の適応となることもあった。CE は検査の多くの部分を技師
が担当するため、緊急時でも技師全員が対応できるよう教育を行ったので報告する。
【対象・方法】
2010 年 7 月から 2012 年 9 月までに CE348 件を施行した。なるべく全小腸が観察できるよう以下を実施した。
①導入当初は、8 時間後にリアルタイムビューアーで大腸にカプセルが到達したのを確認した後、データレコー
ダを外していたが、残便のため大腸に出たと勘違いし、外してしまったケースが発生したため、カプセルの電池
がなくなるまで検査を継続した。②上部及び大腸内視鏡検査終了後に CE を施行する際は、鎮静効果がなくなって
から実施した。③胃へ到達したかは必ずリアルタイムビューアーで確認し、食道に停滞していた場合は、飲水・
歩行などを行い、それでも通過しない場合は医師に相談した。④センサアレイを誤って自己抜去した時や患者か
らシールかぶれの訴えがあった時、検査中に CT やレントゲンなど別の検査の必要が発生した際は、センサアレイ
をセンサベルトに変更し検査を継続した。また、患者より皮膚が弱くかぶれやすい、以前検査中に皮膚がかぶれ
たなどの申し出があった場合は医師に相談し、検査開始からセンサベルトを装着した（図１）。当院での緊急小腸
内視鏡検査の流れを以下に示す。消化管出血または貧血が続き、上部及び大腸内視鏡検査を施行しても出血源不
明（OGIB）の場合、狭窄の有無を確認後、CE を施行した。ただちに第一読影を行った。CE 読影にて、出血源とな
る病変の有無を医師と共に確認し、DBE を実施した。緊急時も第一読影ができるよう、トレーニングシステムに
て教育を行った。
【結果】
CE において、カプセルの電池がなくなるまで検査を継続したことで、348 件中 324 件；93.1％で全小腸を観察
できた。全小腸を観察できた 324 件中、カプセルが大腸に到達するのに 8 時間以上要した症例は 104 件；32.1％
であった。技師がオンコール体制で 24 時間待機しているため、夜間及び休日の対応も可能であり、CE の取り付
け時間、取り外し時間を調整することができた。
【考察】
CE に技師が参画することにより、以下の利点が考えられた。①CE の取り付け及び取り外し時間を調整すること
が可能なため、緊急対応及び患者のスケジュール（食事時間、仕事の都合など）に合わせることができた。②技
師による第一読影実施で、より迅速に小腸精査を行えるようになった。③カプセルの電池がなくなるまで検査を
継続したことで、90％以上で全小腸の観察が)可能となった。④CE は、読影に時間を要し、医師に負担がかかる
と言われているが、技師が第一読影をすることで、仕事量が軽減できた。⑤読影を医師と技師でダブルチェック
することで、見落としなどのリスクを減少できると考える。⑥チーム医療の推進に役立った。

センサアレイを
自己抜去

検査中にセンサアレイから
センサベルトに変更

CE施行後CT・レントゲン検査
が追加
↓
PAPIDリアルタイムにて画像
確認しセンサベルトに変更
↓
緊急DBE
↓
大腸までカプセル到達のため
データレコーダ抜去

前回のCEで
かぶれあり

図

センサベルト使用例

【結論】
CE は患者の苦痛なく、全小腸の観察が可能である。今後も、常に知識向上に努め、患者に有意義な検査の提供
ができるよう努力していきたい。
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