一般演題１ 「研修・教育」
０－１ 内視鏡検査の介助を行う看護師に視覚化した手順書を活用して
―活用前後のスタッフの意識の変化―
徳島市民病院 救急外来
内視鏡技師（看護師）○森 美代子
看護師
清水 順子・岡田 リカ
はじめに
近年，内視鏡検査はますます高度化，複雑化し，検査総数は増加してきている。A 病院の 2010 年内視鏡検査
は胃内視鏡 1789 件，大腸内視鏡 1176 件行われている。進歩する内視鏡検査や治療に対応できるように内視鏡室
に勤務する看護師にはより高い専門性が要求されている。現在のスタッフ教育はマニュアルに沿って経験のある
スタッフから OJT により指導教育がされているが，文章だけのマニュアルとなっている。今回，内視鏡業務内
容を見直し，視覚化した手順書を活用してスタッフの意識の変化を考察した。
研究目的
内視鏡業務におけるスタッフ教育に視覚化した手順書を作成し，活用前後におけるスタッフの意識の変化を明
らかにする。
方法
調査期間は平成 22 年 5 月～10 月。A 病院救急外来の看護師 17 名を対象に視覚化した手順書を作成後，2 ヶ月
間活用してもらう。活用前後に半構造化面接を行い，IC レコーダーに録音し，情報収集する。逐語録を作成後，
カテゴリー化し分析する。

結果
視覚化した手順書を活用前のスタッフの意識では 282 のコードが得られ，41 のサブカテゴリーを抽出し，さ
らに 11 のカテゴリーに分類された（表 1）
。活用後のスタッフの意識では 107 のコードが得られ，23 のサブカテ
ゴリーを抽出し，さらに 9 のカテゴリーに分類された（表 2）
。

考察
内視鏡は新任者にとってほとんど経験したことのない場所であり，初めての内視鏡や処置具など様々な医療機
器との遭遇，また，手技や専門的な知識を習得しなければならないという責任感から不安や心理的負担が大きい
といわれている１）。カテゴリーは【】で記し説明する。手順書活用前のカテゴリーは，
【実際に経験してみないと
わからない】
【機械の使い方がわからない】
【準備や介助方法がわからない】
【内視鏡検査の介助に不安や負担があ
る】などの結果が得られた。新しく内視鏡に配属されたスタッフの中には看護師の職務をこえていると感じ不安
に思う人もいる。しかし，現場はこうした疑問や不安が解決されるまで待ってくれない２）。今回内視鏡経験のな
いスタッフは初めての介助・特殊な介助を行うことに負担を感じていると考えられる。そこで新任者がスムーズ
に内視鏡の介助を行えるよう視覚化した手順書を作成した結果（図 1）ように【必要物品が準備しやすくなった】
【写真があるのでわかりやすくなった】
【コストの取り方がわかりやすくなった】
【機械の使い方，介助の確認，
必要物品の準備にマニュアルを活用している】
【マニュアル活用後は不安や負担が軽減された】
【物品の場所がわ
かりやすくなった】のカテゴリーが抽出された。先行研究で視覚的教材の活用による実践的内容の理解ができ，
実際に使用している物品が教材の中にあり看護実践に活かすことができた３）とあるように，手順書を視覚化する
ことにより，イメージしやすくなったと考えられ，準備がしやすくなり，活用することでスタッフの意識にプラ
スの効果が出てきたといえる。
活用後の意識で変化のないカテゴリーのうち，
【マニュアルを活用する機会がなく，活用前後は比較できていな
い，特に変化はない】
【物品の場所の表示はあるがわかりにくいので以前と変わらない】は手順書の活用期間が 2
ヶ月と短かったためと考えられ，
【マニュアル活用後も不安が残っている】は，スタッフは日替わりで担当してお
り初めての介助・特殊な介助を行う時や新任者に指導する責任感から抽出されたと考えられる。今後はこれらの
視覚化した手順書を活用し発展させていき学習意欲の向上につながるよう検討していくことが課題である。
結論
視覚化した手順書を導入して，内視鏡検査に対して，不安や負担が軽減された，わかりやすくなったなど，プ
ラスの変化がみられた。
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Ｏ-2 内視鏡技師候補生導入による現状と課題
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【背景・目的】
当院は、急性期病院であり、内視鏡センターは 24 時間救急対応が可能な体制をとっている。
当内視鏡センターは、これまで検査・治療毎に、医師 1･2 名、看護師（内視鏡技師）1 名の体制であった。う
ち看護師は、放射線科、超音波検査、救急室の夜勤を兼務している。近年は、複雑な治療、手技（ESD など）が
増加してきたため、その手技に対応可能なスペシャリストの育成が必要である（図 1）
。しかし、看護師は内視鏡
技師資格を修得しても、数年毎に部署の異動があるため、内視鏡センターでの定着が不可能で育成に制限があっ
た。
今回、専門スタッフ育成を目的に内視鏡技師候補生として、臨床検査技師を採用し、問題点の改善をめざした。

しかし、これまで当センターには医師、看護師以外の職種はなかったため教育チェックリストと業務内容の改定
を行い、現状と問題が明らかになったので報告する。
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（図２）業務の変更
内視鏡技師候補生へ移譲
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データー管理及びその対策の実施
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（図３）内視鏡検査・治療時の様子
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【方法】
1.医師が求める内視鏡技師候補生（臨床検査技師）と看護師を確認した。
2.看護師に使用していた教育チェックリストを基に臨床検査技師（内視鏡技師候補生）用チェックリストを新た
に作成した。
3.業務内容は主に、これまで看護師が行ってきた介助と看護の中、内視鏡技師候補生へ移譲できるものの洗い出
し。
4.これまでの検査、治療時の体制の変更
【結果および考察】
教育チェックリストは看護師が使用していたものをベースに作成し「到達目標」
「指導計画」で職種に合わせた
言葉に変更、削除した。
業務内容は看護から内視鏡技師候補生へ移譲できるものとして直接介助、
洗浄、
機器取り扱いとメンテナンス、
ESD 直接介助、臨床検査技師であることから感染履歴管理と定期的培養検査実施関連を中心としたものにした（図
2）
。内視鏡技師候補生は、プリセプター（看護師）が 1 年計画で指導にあたり検査処置業務を習得することが可
能となった。検査体制はこれまで検査時医師 1 名、看護師 1 名、治療時：医師 2 名、看護師 1 名から新体制の検
査時：医師 1 名、看護師 1 名、内視鏡技師候補生 1 名、治療時：医師 2 名、看護師 1 名、内視鏡技候補生 1 名と
なった（図 3）
。
看護師はこれまで不十分であった患者への、説明やタッチングなど細かい看護ができるようになり患者満足の
向上にもつながった。今回、業務内容を検討する際、医師へ「医師が求めるもの」を各職種別に確認したことは、

消化器内視鏡技師・看護師それぞれの役割が明確となり、看護師・臨床検査技師、お互いの専門性を活かした取
り組みや教育マニュアル、指導マニュアルの充実をはかり、より高い内視鏡チームの育成になった一つと考えら
れる。一方現在内視鏡技師候補生は新採用ということもあり医師の指示もと看護師の指導で職務に当たっていた
が今後はお互いの専門性を活かした業務改善が必要と考える。また注射処置ができないため、緊急内視鏡の待機
当番に入るという業務は難しく、今後の課題である。
【結語】
内視鏡技師候補生導入により「業務内容の土台はできた」しかしスタッフ全体のレベルアップには至っていな
い。今後はチーム全体でそれぞれの職種、職能、職責を認め尊重しあうことで業務展開を行なう。そしてチーム
力を一層強化していく必要がある。
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Ｏ－３ 内視鏡室におけるシミュレーション教育を考える
－留置スネアでの客観的臨床能力試験を試みて－
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【研究目的】
内視鏡スタッフは迅速で確実な処置介助が必要とされる。内視鏡を操作する医師とスネアを操作する介助者の
連携と手技の熟達度が確実性を左右する。当院では留置スネア手技の明確な評価ができないまま術者も介助者も

不安を抱えて実践している現状があった。そこで近年、臨床実技に対する評価方法として取り入れられている客
観的臨床能力試験(以下 OSCE)を用いて、留置スネア手技の教育を行った。その結果、有効性が見いだされたので
報告する。
【方法】
対象者：内視鏡実務経験 2 年未満の新配属者 看護師 3 名
期間：平成 22 年 12 月 1 日～12 月 29 日
方法：OSCE として、下部内視鏡検査を想定した場面で模擬医師（医師）
・模擬患者（看護師）を設定し留置スネ
ア介助を行った。課題(表 1)・評価表(表 2)を作成し、事前に対象者へ配布した。課題は、患者設定と、模擬医師・
模擬患者の動きを示し、検査の一連の流れがわかるよう提示した。評価表は、下部内視鏡検査中の留置スネアの
準備から終了までを手技毎に区切り、各項目について「できる・助言があればできる・できない」の 3 段階とし、
評価者の医師と作成した。また、OSCE とは別に留置スネアループの装填に要する時間を測定し、OSCE 前後で比較
した。使用物品にポリープの模型を作成した。対象者・評価者に独自のインタビューガイドで OSCE 後に感想を聴
取した。

【倫理的配慮】対象者に書面で説明し同意を得た。
【結果】
評価(表 3)は 3 名共に「できた」項目は留置スネアの技術面が多かった。検査中のループ装填時間も OSCE 前後
で短縮された(表４)。OSCE 後のインタビュー(表 5)で「事前に OSCE を意識した予備練習ができた」｢予告があっ

たから練習できた｣「次回は１人でできると思った」
「声かけをしてもらいながらの練習とは違った」という意見
があり、対象者 3 名共から OSCE はやってよかったという感想が聞かれた。OSCE を繰り返して欲しいという意見
もあった。また、医師からは介助者として１人立ちの指標になるという評価が得られた。
「できなかった」項目は
主に患者の観察・配慮の面であった。しかし、｢できなかった」と評価された対象者からは、患者配慮も意識して
いたが、示すタイミングがなかったという意見があった。
【考察】
技術面ができた理由として、インタビュー内容から、OSCE を実施することが臨床実技につながる学習の動機づ
けになっていたと考える。OSCE を意識した事前練習には意義があり、OSCE という通過点をもったことが技術習得
の step up に繋がったと思われる。一定の条件下で緊張感・臨場感を感じながら行う OSCE は、実践に近い感覚で
手技を行うため、臨床経験と同様の効果があり自信の獲得にもつながった。また、医師からの１人立ちの判断基
準としてもよいという意見から、医師・介助者ともに OSCE が介助技術を確立させるという認識にもつながったと
言える。ただ、今回の OSCE では手技習得に視点が当たっていたため患者への声掛けや観察といった、普段は問題
なく実践できている事が、疎かとなる課題も明確となった。それは模擬患者役のスタッフも不慣れな点があった
為だと思われるが、今後は対象者が、患者の観察・配慮が普段のように行うことができ、またそれを評価できる
ようなより実践に近い状況設定に留意した OSCE の構築が課題である。
【結論】
1． 内視鏡室のシミュレーション教育としての OSCE は有効である。
2． OSCE が学習の動機づけ、技術習得への自信の獲得といった波及効果となる。
3． OSCE が実技自信共に内視鏡スタッフの１人立ちの目安になる。
4． 今後シミュレーション教育を活用させていくために OSCE の設定の改善は必要である。
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はじめに
岡山県内視鏡技師会では「内視鏡看護勉強会」平成 18 年より毎月１回、定例的に行っている。内視鏡従者の親
睦を深め、広く情報交換を行う場として、また専門知識・技術を習得し、岡山県全体での内視鏡技術のレベルア
ップをはかり、標準化を目的としている。今回、当初の目的が達成されたので報告する。
平成 22 年度勉強会計画と実施
（改訂）診療情報提供・機器講習会・施設見学・医学講習会・感染対策セミナー・受験対策（問題集解説）
・ヒ
ヤリハット（情報交換）
調査方法
1. 対象：内視鏡看護勉強会参加者
2. 期間：平成 22 年 8 月 1 日～8 月 31 日
3. 方法：アンケート調査（自由記述方式）
4. 倫理的配慮
5. データの分析方法：記述データカテゴリー化
結果１
1. 回答者 61 名
回答項目数①→134 項目
②→121 項目
2. 質問内容 ①勉強会に参加して得られた事・参考になった事・具体的に利用できた事・
業務にプラスになった事等
②今後、勉強会に望む事
3. 回答者の背景
内視鏡勤務年数・勉強会参加回数も初心者からベテランまでいた。
結果２
大カテゴリーは＜学習効果＞＜交流＞の２つが抽出された。
大カテゴリー＜学習効果＞は中カテゴリー＜問題解決＞＜改善＞＜知識・技術の習得＞の３つで構成する。大
カテゴリー＜交流＞は中カテゴリー＜ネットワーク構築＞＜情報共有＞＜モチベーションの向上＞の３つで構成
する。
＜問題解決＞「初心に戻って勉強できた事で、振り返って参考にした。
」
「内視鏡介助の声かけやタッチングが有
効であると再確認できた。
」と具体的な意見や「自分達だけで悩んで、解決できない事も勉強会で教えてもらって

スッキリできた。
」という意見があった。
＜改善＞「他病院の情報や動向を医師に伝える事で、履歴システムを購入予定となった。他病院の情報を伝える
事は医師を動かす。病院を動かすことにつながった。
【施設改善】
「洗浄履歴の必要性を知り、手書きだが当院に
あったやり方を始めた。
」
【業務改善】
「色々なヒヤリハットやリスクについて知る事ができ、注意喚起ができ、ま
た観察項目を記録紙に加えスタッフの意識統一ができた。
」
【意識改善】
＜知識・技術の習得＞【最新の知識・技術】
【実践技術】
【機器取扱い技術】
【感染防止対策技術】
【スタッフ教育・
育成技術】の習得ができた。
＜ネットワーク構築＞人脈が広がり、人と人との交流で仲間意識ができた。それより他施設の方とも知り合う事
で、施設内だけでは解決できない悩みや疑問を相談する事ができるようになった。
＜モチベーションの向上＞「日頃から疑問に思っていた事が勉強会に参加することで、同じ内視鏡に勤務する看
護師に尋ねる事ができて自分一人じゃないんだ。という事を知り悩みが解消されました。
」
「他が頑張っている様
子を見たり聞いたりすると私たちも『ファイト！』という気持ちになった。
」
「他施設の内視鏡業務に携わってい
るスタッフと月一回交流が持てる事で、気分転換プラスまたは頑張ろうという気持ちになる。
」と積極的な意見が
あった。
今後の課題
＜新しい情報の提供＞＜各施設間での情報交換＞＜患者さんへの対応を含めた内視鏡看護＞＜施設見学＞＜医
学講習会＞＜機器講習会＞＜感染対策＞＜内視鏡技師試験対策＞が今後の課題として分かった。
終わりに
勉強会当初の目的の４項目は、今回のアンケート調査結果より達成できた。今後もレベルアップ・標準化を目
指して、勉強会の基本である「
「全員参加型」
「現場主義」のもと、各個人または各施設で出来得ない課題に技師
会、勉強会として取り組みを提供していく。
連絡先：〒702-8055 岡山市南区築港緑町 1 丁目 10-25
℡086-262-0214

O-5 故障件数・修理費削減への取り組み
～医師への内視鏡取扱いに関する教育研修を行って～
独立行政法人国立病院機構九州医療センター
内視鏡技師 ○坂本 理美・石原えつ子・廣渡真奈美
医師
原田 直彦
【目的】
当院内視鏡室では、消化器内視鏡、気管支鏡を合わせ平成 21 年度は 7217 件の検査・治療が行われている。ま
た、手術室・病棟でも約 550 件の気管支鏡が使用されており、これら全ての内視鏡を内視鏡室で管理している。
内視鏡件数の増加に伴い、故障件数・修理費も増加の傾向にあった。その原因として、内視鏡用潤滑剤の不適切
な使用、不安定な運搬、マウスピース不使用による破損などがあった。また、技師不在の休日・夜間の緊急内視
鏡時の取扱いや、病棟貸し出し用気管支鏡の取扱いに関して、使用手順が明確化されていなかったため、十分な
管理ができず、故障の発見が遅れることがあった。そこで、故障件数・修理費削減・安全管理を目的とし、内視
鏡安全管理委員会を設立した上で、内視鏡技師とこの委員会が主体となり、内視鏡担当医師への教育研修に取り
組み、その有用性を検討した。
【方法】
対象：A 群（医師への教育研修なし）
；平成 17～19 年度の内視鏡件数、故障件数、修理費用、故障内容。B 群（医
師への教育研修あり）
；平成 20～22 年度の内視鏡件数、故障件数、修理費用、故障内容。
データ収集方法：1.平成 20 年より内視鏡担当医師への教育研修を開始。
（①取扱い上の注意点につき講義と実技
を実施。修了者には、修了証のシールを名札に貼付し、内視鏡の使用と貸出を許可。②故障発生時は使用者への
聞き取り調査と修理結果報告書を基に、故障原因を分析し再発防止対策を検討後、内視鏡使用者へ報告し注意喚
起を促す。③院内ホームページに内視鏡の構造や洗浄・消毒、取扱い等を掲載。
）
。2.A 群 B 群を比較検討。3.故

障内容の分析
データ分析方法：Mann-Whitney の U 検定

【結果】
A 群は内視鏡件数 6744 件（5366～6937 件）
、故障件数 29 件（26～29 件）
、修理費 993 万円（697～1150 万円）
であった。B 群は、内視鏡件数 7054 件（6920～7217 件）
、故障件数 15 件（11～17 件）
、修理費 586 万円（309～
657 万円）であった。両群間で検定をおこなった結果、故障件数は B 群で有意に少なく（P＜0.05）
、修理費も B
群で有意に少なかった（P＜0.05）
。故障内容の検討では、マウスピース不使用などを原因とした不注意による故
障が減少した。その他、潤滑剤を適切に使用し、トレーに入れて内視鏡を運搬するなど十分な配慮が見られるよ
うになり、不適切な取扱いが原因による故障も減少した。これらを原因とする故障の割合は 78％から 18％へ減少
した。また、故障発生時には早期報告があるため、早期に対応ができ、故障拡大、修理費増加の予防が可能とな
った。
【考察】
内視鏡件数は B 群の方が A 群より多いが、故障数、修理費は共に B 群の方が約半数へ減少している。これは、
使用方法が統一されたことや、医師の内視鏡取扱いに対する意識が向上したことによる行動変容が影響している
と考えられる。これにより、今回の医師への教育研修の取り組みが有用であったと考えられる。
【結論】
1.内視鏡を使用する全ての医師に、取扱いに関する教育研修を行う事は、使用方法の統一化
を図れ、故障件
数・修理費の削減に有用であった。
2.教育研修により、医師の意識を高めることができ、特に不注意による故障が減少した。
連絡先：〒810－8563 福岡県福岡市中央区地行浜 1 丁目 8 番 1 号
TEL092－852－0700

