要望演題１ 「患者に対するより良い内視鏡環境を目指して」
Ｙ-1 検査室における地震対策～地震時行動基準と避難経路図の作成～
公益財団法人 仙台市医療センター 仙台オープン病院
○熊澤さえ子・内海 香織・菅野 陽子・菅原裕美子
櫻井喜恵子・塩澤久美子・杉山 真樹
【はじめに】
当院は宮城県沖地震が発生した地域に位置している。近い将来大規模地震の発生が予測されていることから取
り組んだ活動であったが、3 月 11 日東日本大震災を経験し実際に活用できたことも含めて報告する。
私達が関わる内視鏡、放射線部門では、1 日約 130～150 件の検査が行われ、同時刻に 50～70 人ほどの患者、
家族が検査室内を行き来している。院内での防災訓練では検査室を対象に実施したことが無く、災害時にどう行
動すればいいの？という声も聞かれる。検査室にいる全ての人を、安全かつ迅速に避難誘導する為に地震時行動
基準と避難経路図を作成した。
更にシミュレーションによる訓練をした結果、
災害意識が高まったので報告する。
【目的】
1.地震災害時、検査室にいる全ての人が安全に避難できる
2.地震時行動基準、避難経路図の作成、シミュレーションにより、スタッフの災害意識が高まる
【方法】
1.第 1 回アンケート調査「災害に対するスタッフの意識調査」
2.地震時行動基準の検討、作成
3.避難経路図の作成、地震時検査室チェックリスト作成
4.スタッフに紙面、口頭で説明
5.地震災害シミュレーション
状況設定して訓練(リーダー、患者担当看護師、医師、看護事務、助手のそれぞれの役割と行動)
6.第 2 回アンケート調査「理解度と災害に対する意識変化の調査」
7.評価・修正
8.地震時に活用できるものに完成させる
【結果】
1 回目のアンケート調査では、院内災害マニュアルを知らない 61％、避難訓練に参加したことがない 61％、非
常口の場所・避難経路図は半数以上が分からない。行動優先は自分の安全と患者の安全に別れた。そこで検査室
における地震時行動基準、避難経路図を作成、地震災害の状況を設定しシミュレーション訓練をした。2 回目の
アンケート調査の質問には「分からない」は無くなり、行動の優先順位は全員が自分の安全と回答できた。災害
への意識は、84％が高まったと回答。
【考察】
検査部門には多職種スタッフや患者、家族が存在し機器類がある煩雑な環境であるにも関わらず地震災害時の
行動や連絡体制が明確ではなかった。地震災害は危機管理の中で最も高いレベルにあり「災害は起こる」と認識
していてもほとんどのスタッフは大型災害や防災訓練の経験がない為、アンケートでは災害に対する意識は低か
ったと考える。そこで検査室における地震時行動基準、避難経路図を作成、地震災害の状況を設定したシミュレ
ーションをしたところ行動や連絡体制が具体的となり、イメージしやすくなった。その結果 2 回目のアンケート
では災害への意識が高まる結果が得られた。それでも地震災害時自分で行動できると回答したのは 26％で、
「実
際に地震が発生したら行動できるか不安」の意見があった。太田らは「医療従事者の一員として慌てずに適切な
対応ができるよう、日頃から災害医療の基本的知識の習得に努め、機会をみつけて災害医療研修や訓練に積極的
に参加する」１）と述べている。今後も多職種と連携しながら定期的に防災訓練を計画して災害に備え、検査室に
いる全ての人に安全な環境を提供していきたい。
【結論】
作成した行動基準・避難経路図、及び訓練は有効に活用できた。
【おわりに】
災害が起こった時の為の備えや訓練を実践する日が、こんなにも早くやってくるとは思わなかったが、免震構
造により検査室に被害はなく、患者・家族も安全に避難誘導することができた。
「この活動をしていなかったら、

自分もパニックになった」
「シミュレーション通りできた」
「落ち着いて行動できた」という評価であった。今後
も日々研鑽し安全な環境を整えていきたい。
【引用文献】
1)太田宗夫：災害医療 メディカ出版 2007 年

＜連絡先＞〒983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷五丁目 22 番１
TEL：022-252-1111

Ｙ-2 限られた環境の中で安心して検査を受けるための取り組み
札幌緑愛病院
内視鏡室 ○齊藤めぐみ・金山 愛子・小川 和美・小川 正博
林
雅子・相馬 和幸
内科
篠島 文隆・高柳 俊明
背景目的
当院は各種、外科、内科、健診センターを有する病床数 135 床の施設で小規模での運営ながら、上部消化管内
視鏡（以下ＥＧＤ）は経鼻内視鏡導入後、年々増加し、近年では年間 3000 件を超えている。しかし、設備は待合
室が無く前処置室、検査室は個室化されておらず、充実した設備であるとは言えない。この様な環境の中、少し
でも快適に安心して検査を受けてもらえるよう日々工夫を重ねて努力してきた。
今回取り組みの評価の為被験者にアンケート調査（表１）を行い、一定の評価を得る事が出来たのでここに報
告する。
期間 2010 年 7 月 9 日～2010 年 9 月 30 日
アンケートのお願い
緑愛病院内視鏡室では、皆様に安心して胃カメラ検査を受けて頂けるようアンケートをとり、業務改善に取り
組んできました。皆様からご意見を頂き、その評価を行い今後のケアに役立てていきたいと思いますので、ご協
力宜しくお願いします。なお、収集した情報により個人が特定されることはありません。

○ 性別 と年 齢を お聞 かせ く ださ い。
性別：１.

男

２．女

年齢：１．20 代

２．30 代

３．40 代

４．50 代

５．60 代

６．70 代

７．80 代

○ 今日 の胃 カメ ラは 鼻か ら でし たか ？口 から でし た か？
１．鼻から

２．口から

３．鼻からしてもらいたかったが口からになった。

○ 不安 なく 検査 を受 ける こ とが でき まし たか ？（ 看 護師 の説 明・ 対応 ）
１．はい

２．どちらでもない

３．いいえ

（

）

○ 良い と思 った もの に ○を 付け てく ださ い。
（ 複数 回答 可）
１．ビデオ（検査の流れ・医師の紹介・検査後の注意点）２．ポスター
５．飴（検査前）

６．ポケットティッシュ

３．写真

４．ラジオ

７．検査中（胃）の写真

８．その他（

）

○ ビデ オや 掲示 物は 安心 し て検 査を 受け るこ とに 役 立ち まし たか ？
１．はい

２．どちらでもない

３．いいえ

（

）

○ その 他、 ご意 見・ ご希 望 等あ りま した ら、 ど んな こと でも 構い ませ ん ので お書 き下 さい 。

ご 協力あ りがとう ございまし た。

図１

対象
上記の期間 EGD を実施した方、治療、ポリペク、EIS、ERCP 以外で、検査後同意を得られた方
505 名、男性 335 名、女性 155 名、無回答 15 名
方法
質問紙法による調査。用紙は当内視鏡室で作成し、倫理的配慮を行った。検査後、質問用紙を渡し無記名で記
入。記入後回収 BOX へ。当日回収、回収率 100%。

アンケート内容、取り組んできた事を 7 項目に集約
① ビデオ（経鼻内視鏡検査の流れ・注意点・医師紹介。初めての方に DVD 動画）
② ポスター（検査の流れ、特徴、コツ）
③ 風景写真（廊下に写真コーナーを設置。前処置室に目線に合わせ天井などに掲示）
④ ラジオ（前処置室）
⑤ 飴（乳製品以外。鼻の方はプリビナ後、口の方は消泡剤後）
⑥ ポケットティッシュ
⑦ 内視鏡画像写真（どこの画像なのか解る様ポスター作成し掲示）
良かったものに○をつけてもらう。
複数回答可。
「ビデオや掲示物は役立ったか」
と質問し自由記入欄も設けた。
結果
良かったものの順として、飴が全体の 49.5％、画像写真 45.9％、ビデオ 43.1％、ポケットティッシュ 41.0％、
風景写真 31.4％、ラジオ 21.3%、ポスター19.8%（図１）
。年代別では、ポスター、ラジオは 70 歳以上ゼロ。風景
写真は 50 台が、
飴は 39 歳以下と 40 代に多い
（図２）
。
ビデオ、
掲示物については、
役立ちましたかは、
はい 79.0％、
どちらでもない 12.9%、いいえ 1.6%（図３，４）。
考察
飴は、男女共上位に選ばれ全体では 1 番良いとの結果となり、プリビナ噴霧後の口腔内苦みの

図３
図２
軽減、空腹感の緩和、検査への不安ストレスの軽減に有効であったと考える。画像写真は、男性から最も多く選
ばれ、被験者が検査後ポスターと照らし合わせる事で、より詳しく結果を知ることが出来、良い評価が得られた
と思われる。
検査では、過度の緊張感や恐怖感などで血圧の変動や狭心症発作など危険な状態を招くこともあり、安心でき
る環境作りが大切と思われる。
「天井の写真がリラックスさせてくれた」
、
「ラジオは気がまぎれました」
などのアンケートでのコメントからも、
風景写真とラジオを併用する事が、安心して検査を受けるために効果的であった事が再認識できた。ビデオや掲
示物については、個別にゆっくり説明する場所がなく処置前の説明が言葉や紙だけでは不十分になりがちだった
ため、初めての方でもビデオ、動画等を見ることでイメージしやすく、視覚に訴えることができ、役立ったとい
う評価が数値で知ることが出来た。今後の課題として、アンケートで高齢者の評価が低かった掲示物は、見やす
いように文字を大きくし、掲示場所を再検討する。ビデオや DVD は、音声を入れ、聴覚的にも訴えるものに改良
し情報提供していきたい。今回の取り組みから得られた課題に加え、今後は声掛けや検査中のタッチングなど看
護ケアについての評価を行い、より患者の満足度を高める安心・安楽な内視鏡検査を目指し改善を進めていきた
い。

結語
・ビデオや掲示物は、被検者の 79.0％が「役立った」と答え、必要性が明らかとなった。
・風景写真とラジオ、飴は、気持ちを落ち着かせ不安の軽減に繋がった。
以上のことから、当院での取り組みは少なからず被検者に良い結果をもたらしていると考える。
参考文献
1)佐藤淳子他：外来患者の大腸内視鏡検査説明方法の改善、第 37 回看護総会 P505-507、2006
2)折笠亜矢子他：当院の経鼻内視鏡オリエンテーションビデオの作成、日本消化器内視鏡技師会会報 43、P80-81、2009
3)加藤マサミ他：高齢患者に手術後の経過をイメージづけするための効果、日本看護学会論文集、老年看護33、P44-46、2002
4)木村 利幸他：上部消化管内視鏡検査の苦情・視覚効果についての検討、日本消化器内視鏡学会総会46、P720、2004
5)奥村佳代他：上部内視鏡検査前のアメの摂取によるストレス軽減への効果、共済医報58、P92、2009
6)北村信勝他：視覚的情報提供の実施とその効果-術前訪問にプレパレーションを使用して-日本手術医学会誌 28、P115、2007

連絡先：〒004-0861 札幌市清田区北野 1 条１丁目 6-30
TEL:011-883-0121 FAX:011-883-7261

Ｙ－3 上部消化管内視鏡検査中介助の現状と効果的方法の検討
～被検者アンケートによるマッサージ強弱の比較～
安来市立病院
○野澤 誠子・遠藤 美紀・新田るみ子・坂本 由紀
はじめに
背部マッサージは肩のタッチに比べより効果的な看護介入 1)と森脇らの報告があるが梅田らは「タッチ」が一
方的な行為になり易く事前に十分な説明を行い希望に沿ったケアを慎重に行う必要性 2)を報告している。通常背
部マッサージと声かけ介助を実施し、経験的に強めのマッサージが良いと考えて行っていたが実際に効果的な力
の入れ具合や方法は検討されていない。今回背部マッサージ介助を力の強弱で比較し被検者の目線から介助の現
状評価とより効果的な方法の検討を行った。
（言葉の操作的定義）
背部マッサージ：スコープが咽頭を通過してから終了まで介助者が被検者の頭元に立ち適宜声をかけながら背
骨に沿って食道付近から腰まで 3～4 秒毎ゆっくり上から下へ繰り返しマッサージすること。
強群：強く圧迫しながらのマッサージ
弱群：なでるようなマッサージ
研究目的
マッサージ介助の現状を力の強弱で比較しより効果的方法を被検者の目線で検討する。
研究方法
期間：平成 22 年 5 月 11 日～8 月 6 日

対象者 410 名（有効回答率 100％）

（表 1）結果：対象者の属性
強 群

弱 群

男

109（53%）

107(53%)

女

96(47%)

95(46%)

無記入
計

２回目

3

1

３０代

27

29

４０代

34

43

５０代

49

51

20(10%)

６０代

51

53

35(17%)

７０代

35

21

150(73%)

８０代

6

6

205

無記入

0

1

計

205

205

0

3(1%)

205

205

計

弱 群

12(6%)
27(13%)

３回以上 166(81%)

強 群 弱 群
0
0

２０代

強 群
初めて

１０代

205

（表2）本日の検査の苦楽
楽だった

どちらともいえない

辛かった

無記入

計

強 群

98(48%)

63(31%)

40(20%)

4(2%)

205

弱 群

101(49%)

59(29%)

43(21%)

2(1%)

205

（表3）マッサージの強さ
強すぎ

良かった

弱すぎ

無記入

計

強 群

5(2%)

192(94%)

6(3%)

2(1%)

205

弱 群

0

187(92%)

17(8%)

1

205

（表4）苦痛軽減への役立ち度
無記入

計

強 群

197(96%)

役立った

どちらともいえない 役立たなかった
8(4%)

0

0

205

弱 群

192(94%)

13(6%)

0

0

205

対象：同意を得た自記式質問調査可能な健診または主にスクリーニング目的の被検者強群 205 名、弱群 205 名。
方法：
1)検査前に調査を説明、終了後待合室で記入し回収箱回収。
2)介助実施方法
1 週間毎無作為に各群を選定。被検者の頭元に立ち定義に基づき介助を実施、生検等処置時は中断。
3)質問紙の内容
①性別②年代③内視鏡種類（経口・経鼻）④内視鏡経験回数⑤検査の苦楽⑥背部マッサージの力の入れ具合の
印象⑦苦痛軽減への役立ち度⑧自由記載
4)分析方法
χ２検定、自由記載からの意見抽出
5)倫理的配慮
研究の目的と方法、自由意志参加でアンケートは無記名、プライバシーの保護を説明、研究参加の同意は回答
にて承諾を得た。
結果
回答率 100%で両群対象者の属性はほぼ同様（表１）苦楽も両群の違いは認めなかった（表 2）
。力の入れ具合は
「弱すぎ」強群 6 名弱群 17 名合わせて 23 名（6%）
、
「強すぎ」は強群 5 名弱群 0 名合わせて 5 名（1%）あった。
（表 3）苦痛軽減に役立つかは両群ともに役立たなかったは 0 で強群 96%弱群 94％が役立ったと回答したがχ2
検定Ｐ＝0.26 で両群に有意差は認めなかった（表 4）
。
自由記載は力を抜く意識づけに効果、心強い、安心、うれしい、楽、やすらぐ等強群 42 件弱群 28 件あり、
マッサージと声かけがよかった強群 14 件弱群 8 件、声かけへの好意的意見だけで両群で計 40 件あった。
要望意見では両群に範囲は背中全体がいい、背骨のあたり、弱群では最初の辛いときは強くても良かった、
速度はもう少しゆっくりした感じがいい等あった。（表 5）

（表 5）
キーワード
マッサージ効
果
リラックス
楽
心強い
安心感
苦痛軽減
うれしい
良かった
役立った
不安軽減
マッサージと
声かけ

要 望
意 見
助 言

背部マッサージ「強」群自由記載内容

背部マッサージ「弱」群自由記載内容

力を抜く意識付けに効果。自然と楽になった。
ちょうど良かった。
身体への触感が安心感を与える。マッサージは良い マッサージをしてもらって気持ちが落ち着きました。
方法です。
（次回もお願い）
初めてだったので心強く思いました。
タイミングは難しいがマッサージは良いと思うので
背部マッサージをされて大変楽な気持ちになった。 今後もあると良い。
タイミング、強さ、速さがとても良かった。すごく 背中をさすってもらうと安心感があってとてもよか
こわかった。でもこわくなかった。
ったです。気分的にも楽。
力の入れ具合非常に良かった。
最高に良かった。大いに役立ちました。素晴らしい環
マッサージはとてもよかったです。気持ちよかった。境の中での検査でした。ありがとうございました。
前回もマッサージして頂いてうれしかったことを覚 背部マッサージは大変助かりました。
えています。
背部マッサージがあったほうが痛み（気持ち悪いの
（苦痛軽減に）非常に役に立つ。
も）和らぐので続けてほしい。
（合計42件記入）
（合計28件記入）
（マッサージしてもらい）その上優しく声をかけて そばでマッサージや話してもらえて心
頂いたことも受診する者として大変心強かった。 強かった。
マッサージのタイミング、強さ、その他全て現状で 背中をさすりながら話していただけて気分がリラッ
適当又、マッサージしながらの声かけや説明がとて クスしてよかった。
も良く、初めての体験でした。
マッサージと説明があり安心して出来ました。
マッサージと声かけ、説明が良かった。辛かったけ マッサージと話しかけが非常に良かった。安心感が
どがんばれた。
生まれる。
マッサージしながら説明があり、わかり易く又苦痛 背部マッサージを行い乍ら看護師さんの状況説明は
が軽減された。
安堵感があってとても良いと思います。
苦しかったが、やさしくマッサージしていただきな 話しかけとマッサージでずいぶん楽になったと思い
がら胃カメラの進行状況を説明して頂いて、落ち着 ます。
いて検査を受けさせていただきました。助かりまし 優しくマッサージと説明してもらえて苦しみが少し
た。ありがとうございます。
やわらぎました。
初めてですごく辛かった、でもマッサージとか声で （合計8件記入）
だいぶ楽だった。（合計 14 件記入）
背中全体（腰まで）していただくと気持ちいいかも 胃から腰のあたりがよい。
背中の中心がよい
背中上部の方が良い。
私の場合もう少し背骨のあたりの方が良かったかも 強弱をつけたマッサージをしてほしい。
と思いました。
最初の辛い時はもう少し強くても良か
広い範囲ですると更に良い。
ったかと思います。
マッサージはもっと背中の中心をしてほしかった。 もっとずっとして欲しかった。（終盤生検あり）2件
横向きになった上側のマッサージがほとんどだった もう少し強さが欲しかった。速さ、範囲今の方法で良
ので。
いと思う。2件
（合計5件記入）
もうすこしゆっくりした感じがいいと思いました。
背部の範囲もう少し広い方が良いような感じがしま
した。（合計11件記入）

※特に声かけについてのみの自由記載：「強」群では「説明声かけが良かった」他（合計20 件）、「弱」群では「説明があり
安心」他（合計 20 件）あり

考察
両群の苦痛軽減への役立ち度に有意差はなく強弱による効果の評価は不十分だった。しかし弱群のマッサージ
圧力は最初の辛いときは強めにとの圧力調整への要望、背中を中心に広い範囲、ゆっくり等範囲速度改良の方向
性を得た。今後検査前に直接力加減を確認することでそれぞれにより適した力の調整が可能と考えられる。また
マッサージは適切な声かけ・説明とともに行うことが重要と考えられた。丸山らは胃内視鏡検査を受ける人が訴
える検査の辛さの要因を知り、看護介入によって「辛さ」が軽減すると言っている 3)。内視鏡検査は医師と被検
者の共同作業である。その間に唯一立てる介助者が日々被検者の目線で考えることでより効果的な検査中介助や
環境の提供が出来ると考える。
結論
背部マッサージ両群での検査中の苦痛軽減に有意差はなかったが多くの被検者の苦痛緩和に役立っていた。マ
ッサージ圧力は最初の辛いときは強めに、範囲は背中全体に、速度はゆっくりした感じと検討の方向性を得た。
また、マッサージ時の声かけや説明のニーズが高かった。

（引用・参考文献）
1）森脇留美子ほか（2001）
：上部消化管内視鏡検査時の効果的な看護介入－背部マッサージと肩へのタッチとの比較検討－第45 回日
本消化器内視鏡技師研究会発表論文、日本消化器内視鏡技師会会報 3；26：44-45
2）梅田加洋子ほか（2007）
：上部消化管内視鏡検査時の「タッチ」に対する受診者の意識－、第38 回日本看護学会論文集（看護総合）
3-5
3) 丸山祥子ほか（2007）
：胃内視鏡検査を受ける人の辛さの要因、第 38 回日本看護学会論文集（成人看護Ⅱ）3-5

連絡先：〒692-0404 島根県安来市広瀬町広瀬 1931 番地
℡ 0854-32-2121

Ｙ-4 下部消化管内視鏡検査の患者満足度調査
専門職として関わる視点
近畿大学医学部堺病院 内視鏡室
○山上 礼子・栃尾 美和・鈴木真奈美
澤村あずさ・小口 邦代・松木 隆子
背景・目的
近年の全国的な大腸疾患の増加に伴い、下部消化管内視鏡検査（以下 CS）の需要は高まっており、安全で苦し
くなかったと感じる検査の提供は、今や患者サービスとしては不可欠である。当院では、医師の診察後に外来看
護師による検査前説明を行い、検査当日は検査室担当の看護師がより個別性を考慮した専門的な関わりを提供し
ている。今回、ＣＳについて外来診察から検査終了までの検査に関連した医療従事者について患者満足度調査を
実施しＣＳ満足度の要因を分析したので報告する。
方法
1.調査対象：検査を受けた外来患者 100 名
2.調査期間：2010 年 9 月 20 日～ 2010 年 10 月 20 日
3.調査方法：検査終了後にアンケート用紙を配布し回収箱への任意投函にて回収した。調査内容の要因としての
質問は、検査に関連した医療従事者についての 8 項目(Q1.外来担当医の検査の必要性の説明、Q2.外来担当医の
検査方法の説明、Q3.外来看護師の検査前説明、Q4.外来看護師のプライバシー配慮、Q5.検査担当医の対応、Q6.
内視鏡看護師の看護・介助、Q7.内視鏡看護師のプライバシー配慮、Q8.内視鏡看護師の検査後の説明)、総合的
なＣＳ満足度についての質問は 2 項目(Q9.検査を受けた感想、
Q10.当院での再受検について)を各 5 段階評価で
選択回答とし自由意見欄を設けた。
4.集計・分析方法：集計結果を基に重回帰分析後、ポートフォリオ分析を行った。
5.倫理的配慮：調査への参加は任意であり、不参加でも不利にならない事を約束し、プライバシー保護の為、結
果は研究目的以外には使用しないことをアンケートに記載し同意を得た。
結果
有効回答率 77％、要因としての質問 8 項目全てが 90％を越える満足度であった(図 1)。総合評価のＣＳの満足
度は 4.5 と高い満足度であった（図 2）
。相関係値（R）は全ての要因に正相関が認められた（図 3）
。重回帰分析
ではＣＳ満足度へ影響を与える要因として、Q1、2、6，8 が示された（図 4）
。さらに、ポートフォリオ分析にお
いて重点維持項目は Q6・8、重点改善項目は Q1・2、維持項目は Q5・7、要改善項目は Q3・4 であった。
考察
結果より、多くの患者は検査を満足に受けている事がわかった。総合評価の平均点が高値の為、満足度要因 8
項目全てが重点維持項目であるといえる。平均値を軸にしたポートフォリオ分析において重点維持項目は満足度
が高く重要度も高い要因である。内視鏡室での看護、説明は満足度要因には重要な項目であり、現状を低下させ
ない必要がある。

また、重点改善項目は満足度に最も影響度が強い項目である。外来医師の説明について満足度要因を追及、補
足していくことでさらに満足度の向上が期待出来る。
維持項目は満足度維持の為の項目である。検査担当医については、患者へのインフォームドコンセントが行え
ており、検査についても満足している。少数意見としては、検査担当医、内視鏡看護師にプライバシーに配慮し
た環境の確保が求められた。検査中、検査後の看護として緊張や不安から医師の話が充分に把握できなかった患
者に対しては状況に応じて補足説明を行う事などがあげられる。
要改善項目は他項目に比べ満足に対する影響度はやや劣る項目である。外来での看護師の検査前説明は、検査
を安全・安楽に実施する上で欠かせない為、この項目は必要であり、説明内容の見直し・個別性を重視すること
が必要である。
結論
1.外来患者はＣＳ検査に満足している。
2.内視鏡室の看護師はＣＳ検査前から検査後のさまざまな場面で多職種間の要となり検査における知識・技術を
丁寧に・確実に提供する事が患者満足度向上へ繋がる。
3.今後、さらなる満足度向上に向けては、詳細項目での調査が必要である。
参考文献
1)上田太一郎、ほか：回帰分析入門、旺文社、2001
2)小越和栄、ほか：消化器内視鏡ガイドライン第 3 版、医学書院、日本消化器内視鏡学会2006

3)顧客アンケート調査の進め方及びアンケート分析：http://www.nsweb.biz/,2004

連絡先：〒590-0132 大阪府堺市南区原山台 2-7-1
℡ 072-299-1120

Ｙ-５ 温水使用による腸管蠕動運動抑制効果の検討
東海大学医学部付属大磯病院 内視鏡室 ○渡部
消化器内科
沼田
澤本
東海大学医学部付属八王子病院 消化器内科
白井
医療法人 健生会 ケンズクリニック 院長
柳川
扇町しらさぎ内科クリニック 院長
渡邊

玲子・杉本美智子・増田 松子
誠・佐久間俊行・小笠原 総
佳奈・出口 隆造
孝之
健
謙一

【はじめに】
大腸内視鏡における腸管蠕動運動の抑制は、患者の苦痛軽減・検査時間の短縮等を目的として、主に鎮痙薬を
使用している。しかし、薬剤には禁忌や副作用があり、使用できない場合もある。今回、腸管洗浄用の水を約 40℃
に温めたもの（以下、温水）を使用することにより、蠕動抑制効果を得たので報告する。
（図１）
【対象】
2009 年 4 月～11 月の間、患者 76 名(男性 61 名、女性 15 名、平均年齢 63.2 歳、平均 BMI22.8、腹部手術歴な
し)を対象とした。
【方法】
日本消化器内視鏡学会専門医３名によって、それぞれ前投薬を用いずに大腸内視鏡を開始し、施行医の判断に
基づき温水を使用、さらに必要に応じて鎮痙薬の投与を行った。
【結果】
1.全体の 45％(34 人)は蠕動抑制の必要がなかった。43％(33 人)は蠕動抑制の必要があったが、温水の使用によ
って蠕動抑制効果を得ることができた。また、全体の 12％(9 人)は温水を使用したが十分な効果が得られず、
さらに鎮痙薬を使用した。
（図２）
（表１）
2.各群における年齢・ＢＭＩ・性別の比較では、温水有効群において有意に年齢が高い事が分かった。
3．約 40℃の温水を投与したが、10 分程で 37℃前後に下がる事が分かった。
【考察】
1.腸管蠕動運動は、腸管内在神経系の筋層間神経叢を刺激することにより亢進することが知られている。一方、
適度な温熱は神経系を鎮静化する働きがあることも知られている。今回、温水(約 40℃)を使用する事により蠕
動抑制効果が得られたのは、腸管が適温に温められ、一時的に筋層間神経叢に対する鎮静効果が働いたためと
推測される。
図１ 温水使用による腸管の変化
温水投与前

温水投与直後

温水投与後

図２ 腸管蠕動運動抑制対策
Ｎ＝９

Ｎ＝３３

表１ 鎮痙薬追加使用理由

使用なし
温水のみ
温水＋鎮痙薬

理

由

管腔が広がらない

Ｎ＝３４

12%

憩室多く、収縮が強い

45%

Ｓ状結腸では効果があったが、収縮が強いと
特に上行結腸のヒダが立って観察しずらい。

43%

無回答

件数
３件
２件
１件
３件

Ｎ=７６

2.｢使用なし｣の群と｢温水+鎮痙薬使用｣の群の平均年齢が低い傾向がみられた。これは、若い年齢層では腸の過伸
展は少ないが腸管内在神経系が過敏なため、挿入しやすい群と蠕動運動の亢進が激しい群に大別されたものと
推測される。
3.今回の温水は使用開始前に温める方法であり、10 分以上の使用では体温以下に低下するため、効果の維持が期
待できない。迅速な使用または温度を一定に維持することにより、一定の効果が期待できる。
4.温水を使用することにより、検査時の鎮痙薬使用を減らすこととなり、安全性の向上を図ることができる。
【結語】
内視鏡技師の役割として、業務への注意深い観察と創意工夫によって、患者の苦痛軽減、安全性の向上、経費
削減などに寄与できる事を認識することが大切である。
【英語索引】
1.spasm
2.total colonoscopy

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

要望演題２ 「有効な患者情報収集・共用・活用の試み」
Ｙ－6 大腸内視鏡検査時における抗凝固薬の休薬期間について
医療法人社団 根本医院
内視鏡技師 ○矢嶋真理子・渡部たか子・佐藤明美・木内洋子
鈴木 尚美・鈴木 正江・菅井 直子
看護師
高谷 明子・椎名 好美
医師
根本 達久・根本 雄治
【はじめに】
当院における 2010 年大腸内視鏡検査 929 例中 141 例 15％の患者さんが何らかの疾患で抗凝固薬を服用してい
ました。
抗凝固薬は種類も多く、薬剤によって休薬期間も異なっています。大腸内視鏡検査・処置前後の抗凝固薬休薬
期間については、すでに学会でガイドラインが定められていますが、ガイドラインに従っても重大な accident・
incident の発生例も報告されています。
当院の大腸内視鏡検査は他院からの依頼で紹介され来院された患者さんが 24％、全体の約 4 分１を占めていま
した。同じ薬を服用していても、病状により服用目的は一律ではないため、安全に休薬する可能期間は、病状を
知る主治医との連携が必要と考えました。そこで私達は、2010 年度から紹介主治医に術前後の抗凝固薬休薬期間
を指示して戴くよう休薬指示書を作って活用しています。紹介医に、この指示書を予め配布しておき紹介状と一
緒に休薬期間を記載した指示書を持って来て戴くようにしました。
（表１）

休薬指示書
患者氏名
生年月日 明治・大正
昭和・平成

薬品名（

年

月

日

）

・術前

日前より休薬

・術後

日後より開始

平成

年

月

主治医医療機関の所在地及び名称

医師名

印

日

歳

（図１）

（図２）

【結果】
主治医から戴いた抗凝固薬の休薬期間は、必ずしもガイドラインと一致せずばらつきがみられました。個々の
患者さんによって違うので、一様ではありませんが、抗凝固薬として一番多用されているアスピリンと塩酸チク
ロピジンを調査したところ、アスピリンの休薬期間は７日～10 日で、休薬指示も 7 日～10 日が一番多いでのすが
、3 日～16 日とばらつきが見られました。塩酸チクロピジンもガイドラインに沿った休薬期間 7～10 日が多くな
っていますが、3 日～12 日とばらつきが見られ個々の患者さんによって休薬期間が違うのがわかりました。この
紹介医の指示書に従った休薬期間で行った EMR などで術後の出血例や基礎疾患の増悪したものは認められず、重
大な accident の発生をみたものもはありませんでした。
【考察】
休薬期間にばらつきがみられたのは、主治医が現在処方している薬を休薬したことにより引き起こされると予
想される脳血管、心血管障害の発症、さらにそれらが重症化するなどの重大な合併症を予防することに重きを置
いている場合や内視鏡処置後の出血などの予防に重きを置いているものと理解されました。患者さんの今までの
経過や状態、病状を把握している主治医の指示で内視鏡検査医への適切なアドバイスであったと考えます。
抗凝固薬の休薬は、EMR などによる術後出血の予防に重要ですが、抗凝固薬休薬の為に発生するかもしれない脳
梗塞などの血管閉塞性疾患発生頻度の増加や、心血管イベントのリスクを避ける努力は重要な課題と考えます。
この休薬指示書を戴くことは、検査実施医と紹介主治医との間で緊密な連携が取れ、検査を施行する医師にと
っても安心の一助になりました。
【結語】
今回の調査では休薬指示書は、患者さんによって休薬期間のばらつきがみられました。しかし、この指示書に
従って行った検査・処置後に合併症や基礎疾患増悪などのアクシデントはありませんでした。患者さんの個々の
マネージメントが大切であり、抗凝固薬は今後さらに新薬も開発されると予想されるので、主治医との連携を緊
密にすることが、ますます重要と考えられます。今後も主治医との連絡に、この休薬指示書をさらに改善し役立
てていきたいと思います。
連絡先：根本医院
〒287-0003 千葉県香取市佐原イ 1693
℡ 0478-54-2823

Ｙ-7 胃瘻ボタン交換術地域連携パスの活用実態について
公益社団法人鹿児島共済会南風病院 消化器病センター
○渡嘉敷貴美子・前原 利和
はじめに
近年経皮内視鏡的胃瘻造設術(以下 PEG とする)を受ける患者は、高齢者の増加に伴い、施設や在宅での管理の
必要性が年々増加傾向にある。平成 21 年当センターは、胃瘻ボタン交換術を依頼する側と、受ける側との情報交
換がスムーズに行なえるシステム作りが必要と考え、
外来で行なう胃瘻ボタン交換術依頼書兼診療情報提供書
（以
下診療情報提供書とする）
（表１）と胃瘻ボタン交換術地域連携パス(以下地域連携パスとする)（表２）を新規作
成した。
そこで、地域連携パスの活用度、必要度を確認し、当センターと地域の病院、施設が継続的な関わりが出来て
いるか実態調査を行ったので報告する。
研究目的
胃瘻ボタン交換術地域連携パスの活用度の実態を把握する。
対象・方法
平成 22 年 7 月 7 日～7 月 20 日迄の期間に、胃瘻ボタン交換術地域連携パスを配布している病院(8 箇所）
、施設
(2 箇所)の責任者を対象に、ＣＰの理解度、必要度、使用度、使い易さの領域から 9 つの質問項目を独自に作成
した。郵送質問紙法により実施し、分析方法は項目毎に 5 段階尺度の回答方式とし項目毎に単純集計した。
結果
回収率 60％(6 箇所)、有効回答率は 60％。情報の共有化の為の地域連携パス「非常に必要と思う」50％、｢必
要と思う｣50％の回答であった。地域連携パスの活用度は、
「非常に使用している」の回答が 17％、
「全然活用し
なかった」が 67％であり、理由の記載は無回答であった。患者に連携パスを「いつも持たせている」33％で、
「患
者様用パスを利用して、いつも説明している」33％の回答であった。診療情報提供書の活用度は「非常に利用し
ている」50％、
「利用している」17％「全然利用していない」33％の回答であった。
考察
当センターと地域の連携の重要性が高まる中、患者情報の共有方法が模索されている。
今回の調査にて、医療連携を進める上で大事な情報媒体となる診療情報提供書の活用率は 68％と高かった。こ
の事から、
診療情報提供書の中に受ける側が必要な情報を網羅している為使い易く有効な手段となったと考える。
地域連携パスの中には予約申し込みが簡便に行なえる工夫として、この診療情報提供書を FAX 送信後、当院か
ら検査予約を FAX で確認をするようチエックボックスに記載する流れになっている。しかし、一連の流れが周知
徹底されていない現状であり、当院と連携施設との共通認識に欠けている点がある。その例として、電話対応が
スムーズにいかず、内容のやり取りに手間をとる場合もあり、依頼施設側がパスを実際に活用する際、交換前の
一連の流れを理解出来ていなかった為と考える。その度に、地域医療課を通して地域連携パスの活用を促した。
しかし、今回の取り組みは当院が作成したものを地域医療課より説明文を郵送したのみで一方的に依頼する形と
なり、導入にあたって双方との合意や確認が不足していた。対策として、運用マニュアルを作成し活用方法を分
かり易くする事と、
初回利用時には電話等で使用方法の説明をする等の関わりを持つ事が必要だったと思われる。
胃瘻造設後の管理体制はとても重要であり、造設した病院とその後の管理する関連施設などが十分な連携関係
を構築する事が必要となる。
平成 22 年に当院の医師が 3 箇所の地域の病院へ胃瘻ボタン交換術の指導に出向き、
地域の病院でも行う事が出
来るようになった。この事は、地域連携拠点病院として医療技術を提供し、安全に胃瘻栄養が管理される地域連
携が必要と考える。
結論
1.地域連携パスは情報の共有化の為に必要と考えているが、活用率は 33％であった。
2.診療情報提供書は当院が必要な情報を網羅しているので使いやすく、活用率は 68％であった。
3.地域医療課の協力のもと、パスの運用マニュアルを作成し、地域連携パスを確実に普及させる
必要がある。

（表１）

胃瘻ボタン交換依頼書 兼 診療情報提供書
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年
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日

南風病院
先生
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男

･
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主訴及び傷病名

既往歴及び家族歴の特記事項

有

･ 無

症状・ 治療経過
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・
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（表２）
疾患名・検査名 胃瘻ボタン交換術 地域連携パス（外来用）

患者名（
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主治医（

職員用
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経 過
日 時
食 事
栄養管理
安静度
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南風病院担当医（

1.胃瘻ボタン交換において地域医療連携に貢献している
2安全に胃瘻ボタン交換が行なわれる
交換前（紹介病院、施設記入欄）
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朝7：00までに注入食終了 □
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／
帰院後主治医確認し注入食開始

□

安静度・清潔は主治医確認

□

清 潔
全身管理

瘻孔周囲の発赤・腫脹・排膿の（有・無）
発熱の（有・無）
□

□
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から休薬）

胃瘻ボタン交換に必用な物品準備 □
透視室にて胃瘻ボタン交換術
□

南風病院（地域医療課）へ胃瘻ボタン交換依頼書兼
診療情報提供書のＦＡＸ送信 □
南風病院（地域医療課）から検査予約のＦＡＸ確認 □

ＣＰ持参

□

診療情報提供書を渡す

□

家族に担当医より説明あり □

指 導

患者記録カード、胃瘻用付属品、
診察券を持たせる
次回の交換予定（
月頃 ）を
患者、家族に説明する

□

その他
バリアンス
Ns.サイン

日勤
作成担当

社団法人鹿児島共済会南風病院

日勤
医師島岡

看護師渡嘉敷

日勤
地域医療課 荒川

医事課末吉

日勤
2009年7月

新規作成

※記入方法：□にレでチェックの記入をお願いします

参考文献
1)野村一俊：看護管理 Vol.11,№.9, 2001－9.Ｐ682，医療連携にクリティカルパスはなぜ必要か
2)下村裕美子：地域連携クリティカルパスと疾病ケアマネジメント,2009.P31，地域連携クリティ
カルパスの有用性について
3)福島秀久：看護展望 2005－12．P49，新しい地域医療のかたち「連携クリニカルパス」

連絡先：〒892-8512 鹿児島県鹿児島市長田町 14-3

□
□

各勤務にて1回ボタン回転 □□
胃瘻部ガーゼ交換
□
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悪心、嘔吐の（有・無） □
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抗凝固剤内服再開
（主治医確認）

□

内服
検 査
治 療
処 置

腹痛の（有・無）
出血の（有・無）

TEL:099-226-9111

Ｙ-8 施設別胃瘻カテーテル管理の実際及びカテーテルの衛生状態についての検証
～ＮＳＴとのコラボレーション～
KKR 高松病院
看護部 ○阿部 真吾・吉田 雅春・和田 陽子・溝渕 和美
藤井 佳奈・小倉 早希・安本 一実
診療部
粟井 一哉・尾立 磨琴・前田
剛
【目的】
経腸栄養カテーテル管理において栄養剤投与後の酢水充填の有用性がいわれている。適切に酢水充填による管
理を行うことで、酢の静菌作用によりカテーテルの衛生状態を維持することができる。しかし、実際胃瘻交換時
にカテーテル内の汚染が強いものや変形をきたしたもの、それらに相違し汚染や変形が全く無いものを見る機会
が数多くある。そこで、今回各施設での胃瘻管理方法の実態を調査し、カテーテル内腔汚染との比較検討を行っ
たので報告する。
【方法】
2009 年 6 月～2011 年 5 月までの、バンパー・チューブ型胃瘻カテーテル交換 144 例（20 施設）について、カ
テーテルの衛生状態を 5 段階に分類し（Ａ：汚染なし、カテーテルの透明性を保っている・Ｂ：1/2 未満の内腔
汚染がある・Ｃ：1/2 以上の内腔汚染がある・Ｄ：全体に汚染がある・Ｅ：全体に汚染があり変形をきたしてい
る）評価した。
（図 1）管理状況については 1～3 郡（Ⅰ群：酢水を毎注入後から次回注入まで充填している。Ⅱ
群：酢水を使用しているが、充填法が適切でない。Ⅲ群：酢水管理を行っていない）に分け、聞き取り調査を行
い評価した。PEG 後退院時・外来交換時に、酢水管理の必要性・方法など良好な衛生状態を保つための説明を、
後方施設や在宅介護者に行った。
【結果】
酢水充填を手順通り行い適切に管理できている施設は 5 施設（35 症例）あり、Ａ判定 23 例・Ｂ判定 11 例・C
判定 1 例となり平均留置期間は 374 日間となった。酢水を使用しているものの充填法が適切でない施設は 4 施設
（38 症例）あり、Ｂ判定 5 例・Ｃ判定 13 例・Ｄ判定 17 例・E 判定 3 例となり平均留置期間は 296 日間となった。
酢水を使用していない施設は 11 施設（71 症例）あり、Ｄ判定 35 症例・Ｅ判定 36 症例となり平均留置期間は 251
日間となった。施設別の衛生状態と留置期間の間には、因果関係は無かったものの、施設毎による管理方法に大
きな差異が見られた。
（図 2～6）
【考察】
適切に酢水を使用した管理ができていれば、交換を 12 ヵ月後程度としていたものの、早期に交換した症例が
多かったのは、カテーテル管理が不十分であり、早々に汚染が生じたため、早期に交換する傾向があったためで
あると考える。これは、カテーテルが汚れたらイコール交換という考えが、要因であると考えられた。そのため、
カテーテルを清潔に保つことで、バンパー・チューブ型胃瘻の通常 4～6 ヶ月の交換時期を、12 ヶ月程度の長期
留置が可能であるという動機付けにもなったと考える。また、適切に管理できていない施設が多く存在したのは、
各施設毎でのマンパワーや構造的要因により、差が生じたと考えられる。カテーテルの衛生状態を保つことは、
留置期間の延長にもつながると考えられ、通院回数の減少、交換に伴う苦痛やリスクの回避、医療費の削減にも
つながり、有用であると考える。
【展望】
ＮＳＴと内視鏡室・地域連携室がコラボレーションすることで、地域で統一したより良いＰＥＧ環境を提供で
きると考えます。また当院ではＮＳＴの中に管理チームがあり、そこに内視鏡技師と NST 認定療法士をもつもの
をリーダーとしておいています。PEG 環境を考えるうえで必要な適応・手技・管理のすべてに関われるように組
織化されており、技師・認定士として関わることでより専門的に関わりチーム医療を行うことで、質の高い PEG
環境を提供できると考えます。
【引用参考文献】
1）小川磁彦：経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）パーフェクトガイド：59 -95、2006
2）鈴木裕、久保宏隆、青木照明：経皮内視鏡的胃瘻造設術、medicina34：520-522,199
3）加藤幸枝、渡辺文子、坂下千恵美ほか：PEG カテーテル内腔汚染の対策、在宅医療と内視鏡治療Vol.5,No.1,9-13(2001)別刷
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連絡先：〒760-0018 香川県高松市天神前 4-18
TEL 087-861-3261（内線：4155）
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要望演題３ 「内視鏡感染ゼロへの手段・試み」
Ｙ－9 時間外内視鏡検査・治療時の内視鏡洗浄・消毒
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・遠藤 恭美・松林 元気・村上 雅也
柴田 理絵・畑 留理子・野々上敦司・布上沙菜美
武田真理子
医師
山﨑 之良・田村 公佑・奥
順介・李
兆亮
柚木崎紘司・川添智太郎・金
鏞民・阿部
孝
【背景・目的】
現在、社会問題になっている救急医療、特に緊急内視鏡検査でも問題点が多く報告されている。院内感染が問
題になることが多く、社会の関心が高まってきている。内視鏡検査に関しても、ガイドラインに基づいた洗浄・
消毒の実施は必須である。2008 年 8 月に日本環境感染学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器内視鏡技師学会
より「消化器内視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン」第 1 版 第 2 訂の発行があり、洗浄・消毒の重
要性が改めて認識された。しかし、時間外内視鏡検査・治療時は、検査終了時すぐに内視鏡の洗浄・消毒が実施
できない、特殊スコープ使用時に洗浄・消毒方法がわからないなどの問題点があった。当院では、2010 年 7 月に
消化器内視鏡センターを設立した。設立時より、内視鏡の洗浄・消毒を研修した技師が当直業務を実施すること
になった。当直制を行うことで、上記問題点を解決できたので報告する。

【対象・方法】
内視鏡センター設立後、年間（2010 年 7 月～2011 年 6 月まで）上部内視鏡検査 4355 件、大腸内視鏡検査 2799
件、内視鏡的逆行性膵胆管造影法（ERCP）223 件、超音波内視鏡（超音波内視鏡下穿刺吸引；FNA を含む）
、155
件、カプセル内視鏡 139 件、ダブルバルーン内視鏡検査 123 件と合計 7794 件の内視鏡を実施した。2010 年 7 月
～2011 年 9 月までに、夜間・休日において、内視鏡の洗浄・消毒を研修した当直技師が 230 本の内視鏡洗浄・消
毒を行った。2010 年 4 月～6 月までのシミュレーション期間に、上部内視鏡検査 29 件、大腸内視鏡検査 25 件、
ダブルバルーン内視鏡検査 17 件の合計 71 件において内視鏡の洗浄・消毒の研修を行った。以前に内視鏡業務経

験のある 2 名の内視鏡技師が、内視鏡業務未経験の臨床検査技師 2 名に対し研修を実施した。2011 年採用の臨床
検査技師 8 名は、洗浄員 3 名の指導で洗浄実習を行った。内視鏡はオリンパス社製とフジフイルム社製、洗浄・
消毒装置はオリンパス社製のものを使用した。写真入りの内視鏡洗浄・消毒マニュアルを作成、ダブルバルーン
内視鏡、超音波内視鏡など洗浄・消毒方法が複雑な内視鏡では専用のマニュアルを作成した。業者による院内で
の説明、院外での講習会への参加などによる研修も行った。
【結果】
夜間・休日において、洗浄・消毒を行った内視鏡 230 本中 185 本が特殊スコープ（ウォータージェット機能付
が多かった）であった（図 1）
。技師の当直の実施により、時間外内視鏡検査・治療時において、特殊スコープを
含め確実な内視鏡の洗浄・消毒ができた。
【考察】
内視鏡の洗浄・消毒を研修した技師が実施することで、時間外でも、①確実な漏水検知の実施ができた。②特
殊スコープ使用で、洗浄消毒装置セッティング時の副送水・鉗子起上用コネクターへの洗浄チューブの取り付け
が確実に施行できた（図 1）
。③超音波内視鏡用スコープ（コンベックス用）
、ダブルバルーン内視鏡使用時の洗
浄・消毒（ブラッシング方法、洗浄消毒装置内の保持網交換、コネクター接続方法など）が可能であった。④内
視鏡の洗浄・消毒履歴管理の実施などが可能となった。
【結論】
夜間・休日に内視鏡の洗浄・消毒を研修した技師が洗浄・消毒を行うことで、安全な内視鏡を患者に提供でき、
感染事故防止につなげることができると考える。
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Y－10 内視鏡室における看護師の手指衛生の実態
～感染管理ベストプラクティスを活用した手指衛生の効果～
山田赤十字病院 救急外来 内視鏡室
内視鏡技師 ○河西 香織・早田 真澄・出口 京子
感染管理認定看護師
川口仁美
【はじめに】
2007 年 4 月より改正医療法が施行され、医療施行規則に基づき、
「医師その他の医療関係者は、感染の予防に
寄与するように努め、良質かつ適切な医療を行うように努めなければならない」と明確に規定されている。Ａ病
院においても 2001 年 4 月よりインフェクションコントロールチーム（以下 ICT）が発足し、院内における感染
予防と感染防止対策の強化を図りその実践活動を組織的に行っている。今回、初めて内視鏡部門チェックリスト
を活用し ICT のラウンドが 5 月に実施され、そこから見えてきた問題点を ICN と検討し問題点の改善を行い感

染防止に取り組んでいる。しかしその問題点の中に内視鏡室のファイバー保管庫のファイバー先端・操作部より
少数の表在ぶどう球菌が検出された。そこで今回、内視鏡室における手指衛生の実態調査を行い、ICN の介入に
より内視鏡室における感染管理ベストプラクティス（実践現場の最善策）
「イラスト手順書」を作成・実践し評価
したのでここに報告する。
「イラスト手順書」

【目的】
内視鏡における感染対策の基本となる手指衛生の実践ができる。
【方法】
期間：2010 年 9 月～10 月
対象：A 病院内視鏡室に勤務する看護師 8 名

方法：1.独自で作成した手指衛生行動のアンケートと観察法による実態調査
2.内視鏡における感染管理ベストプラクティス「イラスト手順書」の作成。感染管理ベストプラクティス
を基に上部内視鏡検査１連の流れの中で手指衛生が必要と思われる 11 の場面を ICN と設定する。
①申し送り
②注射の準備・ミキシング
③内服薬（ガスコン水）の内服
④咽頭麻酔薬（ビスカス氷）の内服
⑤鎮痙剤（ブスコパン、グルカゴン）注射施行
⑥鎮静剤（セルシン）静脈注射施行
⑦マウスピース装着
⑧患者の背部へのタッチング
⑨生検介助
⑩マウスピース除去
⑪検査終了・検査後の注意点の説明
3.上部内視鏡検査の１連の流れの中で「イラスト手順書」に沿って手指衛生が実際行なわ
れているかを実態調査し評価する。
【結果】
胃カメラ検査の流れの中で今行っている手指衛生と ICN が行って欲しい手指衛生には大きなずれがあった。
ま
た、観察法において上部内視鏡検査の注射の準備・ミキシング、咽頭麻酔薬内服、注射施行時、マウスピースの
着脱時、検査終了時には、ほとんどのスタッフが必要と認識しているが実践できていなかった。感染管理ベスト
プラクティス「イラスト手順書」を作成し手指衛生のタイミングを明確にすることで手指衛生が検査の流れに沿
って実践できるタイミングが認識できた。
【考察】
今回、ICN が実際に内視鏡室での手指衛生を観察することによって自分自身が思っているほど実際には手指衛
生を行っておらず、認識と行動には“ずれ”があることを再認識できたことは意義深い。また、ICN の協力によ
り現実に実践している看護を 1 つ 1 つの手順(行程)に分解し、それぞれの手指衛生をイラストで作成した。その
ため各場面でどのタイミングで行えばいいのか認識でき理解しやすくなった。その内視鏡室の感染管理ベストプ
ラクティス「イラスト手順書」を活用し、視覚的な理解を習得し手指衛生のタイミングを明確にすることで出来
ていなかった場面での手指衛生が、効果的に実践でき効率よく内視鏡室の手指衛生が確立された。
【結語】
1.内視鏡における手指衛生は、看護師の認識と行動にはずれがある。
2.手指衛生の改善には、ICN の協力が不可欠である。
3.内視鏡感染管理ベストプラクティス「イラスト手順書」を活用し手指衛生を確立することは効
果的である。
「参考文献」
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Ｙ-11 内視鏡洗浄消毒の施設最適化と清浄化管理による品質評価の実際
神戸大学病院 光学医療診療部
○吉村
兼・市之瀬 透・川波 由葵・野田 有希
谷本 寛幸・町井 基子
背景
内視鏡検査治療で使用した機材は血液および微細組織片など、蛋白由来の有機物や微生物が付着した状態であ
り、機材の回収から清浄化は始まっている。洗浄から高水準消毒が施される各工程の品質として、清浄化レベル
を清浄度で客観的に示す清浄化管理は、生物学的発光法（ATP）と蛍光染色法（bioplorer）を駆使した現場で迅
速に測定と評価を行う管理方法である。しかし、併せて細菌培養を行う必要があり、結果が出るまでの数日の間
にスコープを使用すると結果が想定外の場合は対応が遅延してしまうことに懸念を抱いてきた。
洗浄消毒の施設最適化
当診療部では、弱アルカリ製洗浄剤H-クリーンY-SPEC 0.05%実用液、bath pump循環、30mm-10回ブラッシング
を組み合わせた独自の方法（Yoshimura Method）により内視鏡洗浄を実施している。H-クリーンY-SPEC 0.05%実
用液を100ml吸引して回収、洗浄シンクに用意したH-クリーンY-SPEC 0.05%実用液に浸漬、Yoshimura Methodよる
内視鏡洗浄を実施した後、自動洗浄消毒装置(OLYMPUS社製 OER-2とOER-3、FUJIFILM社製 ESR-100)の工程にお
いて過酢酸製剤による高水準消毒を施す。
検体採取
回収前、洗浄剤吸引後、洗浄後、高水準消毒後において、検体の採取はa)ビデオスコープの吸引･鉗子チャンネ
ル管路内を滅菌精製水40mLの吸引回収、b）吸引･鉗子チャンネル管路内のATPをブラシ回収法で実施、c）滅菌精
製水40mLの吸引回収で行い、回収前はa）のみを実施としている。
清浄化管理の実際
1.bioplorer（蛍光染色法）による生菌レベルと死菌レベルの測定、2.PD-20（生物学的発光法）によるATP_AMP
＋を測定、
3.血液培地(一般細菌)とR2A培地(従属栄養細菌)による細菌培養を採取した滅菌精製水40mlの検体ごと
に行っている。即ち、1本のスコープの清浄化においてbioplorer:7検体、ATP:13検体の清浄度測定に加えて、細
菌培養:7検体を測定している。当診療部では2-4本のスコープを1日に評価しており、Regulationの基準値を超え
た場合には、追跡調査も実施して基準値を実現するまではそのスコープの臨床使用を禁止している。また、当診
療部では、品質のTraceabilityにも拘っており、約2週間のサイクルで清浄度による評価を受けたスコープの品質
は確かな再現性を持って維持されている。内視鏡技師として胸を張って患者に提供できるビデオスコープの最高
品質を目指す最新のデータと取り組みを紹介する。〈予報集再掲〉
連絡先：〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-2
℡ 078-382-6571

