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はじめに
当院は主に肛門疾患の手術・炎症性腸疾患の内科的治療、胃・大腸の内視鏡検査と治療を行っている有床
クリニックである。内視鏡検査は 1 台の内視鏡架台で実施しており、平成 22 年の内視鏡検査数は上部下部合
わせて 5737 件であった。内視鏡検査の約 9 割を鎮静下で行っているため、検査後はリカバリー室または病棟
の空きベッドで安静時間を過ごしている。
研究動機
昨年、内視鏡看護の向上を目的として患者アンケートを実施した。その結果、少数ながらリカバリー室の
問題点が挙がった為、患者の視点にたった改善に取り組んだので報告する。
方法
アンケートは上部・下
部内視鏡被検者それぞれ
100 名を対象に実施し、
「検査後に不快や不安あ
り」と回答された場合に
は具体的に記述する方法
をとった。
記述内容には、
同室者のいびきがうるさ
かった・同室者がいるの
でオナラを出すのが嫌だ
った・内視鏡室の音がう
るさいとの不快感と、ナ
ースコールの位置がわか
らない・水が飲みたい・
トイレに行きたかったと
の説明不足による不安がある事がわかり、これらを問題点として改善の方法を検討した。リカバリー室では
ストレッチャーを利用し、2 名の患者が安静時間を過ごせる様になっている。以前はスクリーンで仕切りを
し、ナースコールは携帯型の物をストレッチャーに付属の点滴台に下げていた。
まず、不快感については狭い室内空間でも他者の気配を感じなくなることで改善できるのではないかと考
え、スクリーンによる仕切りをカーテンによる仕切りへと変更した。スクリーンの使用時には完全にストレ
ッチャーを覆うことが出来ず、プライバシーの確保が不十分な状態だったが、カーテンによる仕切りではス
トレッチャーを完全に覆うことが出来るのでプライバシーが保て、個室感を演出できるようになった。カー
テンの設置に際して、検査後の観察が容易に行える様に頭側からカーテンを開けられるようにし、狭い空間

である為閉塞感を感じない様に上部がメッシュになっているものを選んだ。色は明るく安心感のあるピンク
にし、洗濯が可能で防臭効果のあるものにした。
次に説明不足による不安については、今まで行っていた口頭での説明は鎮静剤の影響により十分理解され
ていなかったと考えた。そこで、リカバリー室で目覚めた時に視覚からアプローチする事を目的として、排
ガスについて・その他注意点を臥位で見やすい壁の位置に掲示した。ナースコールも壁に設置する方法へ変
更し、掲示物に矢印をつけて分かりやすく表示した（図１）
。

結果
以前はストレッチャーを移動する際、スクリーンにぶつかり音を立ててしまうという場面もあったが、カ
ーテンに変更してからは障害物が無くなった為、音を立てることがなくなった。また、片手で開けるだけで
開放できるのでスムーズにストレッチャーの移動が行えるとスタッフからも好評を得ている。注意事項を掲
示してからはナースコールを押さずに大声で呼ぶ、自己判断で起き上がり転倒しそうになるなどの危険なケ
ースは無くなった。排ガスを我慢して気分が悪くなるという訴えも減り、リカバリー室での不快、不安は以
前より軽減されたものと考える。
考察
アンケート結果から、患者は検査が終了した後も不安や身体的な不快を感じている事がわかった（図２）
。
検査に関わる看護師の役割について井上ら 1）は患者の不安を受け止めその緩和をはかる、検査中・検査後の
患者の安全・安楽をはかると述べている。
これまでは身体的な安全に対して目を向けがちで、不安や不快についての配慮が不十分であった。プライ
バシーと安全が確保された環境で、不安なく回復の時間を過ごす事が出来る様、今後も検査後の環境につい
て検討していきたい。

参考文献
1)井上幸子,ほか：検査を受ける患者への援助,看護学大系 第9 巻 看護の方法〔4〕P13,日本看護協会出版会,2002.
2)井上幸子,ほか：教育的働きかけを促す媒体,看護学大系 第６巻 看護の方法〔2〕P229, 日本看護協会出版会,1996.
3)石田芳子,ほか：多床室における患者の間仕切りカーテン使用に対する認識と使用状況, 日本看護研究学雑誌,VOl.34
NO.2,P151-161,2011.
4)石井里香,ほか：当院における内視鏡室改装にあたっての留意点,日本内視鏡技師会会報No44, P181-183,2010.

連絡先：〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門 1941-1
℡048-878-6411

Ｏ－21 より安全で安楽な検査の提供をめざして
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1.はじめに
近年、
「苦痛のない内視鏡検査」のニーズの高まりとともに、スクリーニング目的である健診機関において
も、鎮静下での上部消化管内視鏡検査が行われ、ジアゼパムやミダゾラムなど積極的に使用されている。
当施設の上部消化管内視鏡検査では、
１日約 80 名の受診者に対し鎮静剤の使用の有無を検査前のオリエン
テーション時に確認し、鎮静剤希望者に対しては、当施設での基準スケールにより鎮静剤使用量（59 歳以下：
ジアゼパム５㎎、60 歳以上：ジアゼパム 2.5 ㎎）を決定している。その内鎮静剤使用希望者は 88.1％を占め
ている。
しかし、
「人間ドック受診者のお客様の声」により「検査が辛かった」や「鎮静剤をもっと使用してほしか
った」などの意見が聞かれた。このことは、検査が苦痛であるがために継続的な検査を敬遠される結果にも
繋がり、疾患の早期発見という健診の目的が十分に達成できない場合が生じる。したがって安楽な検査の提
供は、健診機関においても重要な課題となる。
さらに、安易に鎮静剤を増量することで苦痛の軽減を図ることは可能であるが、鎮静剤の副作用が起こる
危険性も高くなり、
より効率性が求められる健診機関での検査の提供には、
十分な安静やモニタリングなど、
安全性の確保やリスクを回避するための配慮が必要となる。
当施設内視鏡室の目標は、
「安全で安楽な検査の提供」であり、内視鏡担当医と共に、継続的に業務改善や
看護ケアの実践に取り組んできた。今回、個別性を重視した検査の提供を目的に、反射スコア・鎮静剤覚醒
スコアを作成した。これらのスコアを活用し経年受診者に対しての看護介入前後で受診者満足度調査を実施
し、比較検討を行ったので報告する。
2.研究方法
対象：当センター人間ドックで上部消化管内視鏡検査を施行した受診者

3.調査期間
調査Ⅰ：平成 22 年 11 月 30 日～平成 23 年 1 月 6 日、配布数 1,450 名、回答数 1049 名(回答率 72.3％)
調査Ⅱ:平成 23 年 8 月 22 日～9 月 2 日、配布数 1,250 名、回答数 977 名、
（回答率 81.0％）
アンケート内容：
「咽頭麻酔」
「鎮静剤の使用」
「検査の苦痛」
「看護師のケア」等自己記入式質問用紙（４件
法）
倫理的配慮：対象者には、研究の目的プライバシーの保護、自由参加の保証及び得られたデータは研究目的
以外に使用しないこと等を文書に表記し、提出を同意の確認 とした。また、当センターの決済
をもって所長および関係各署所属長の承認を得た。
4.看護介入の実際
平成 23 年 7 月より反射スコアを活用した看護介入として、以下のシステムを導入した。
1)受診前日
①情報収集及び前回の反射スコア、鎮静剤覚醒スコアの確認
②事前申し送りの表示
2)検査当日
①検査風景写真を表示し、検査オリエンテーション施行（年齢や理解度に応じて再度確認し補足説明する）
②検査問診票より鎮静剤使用の有無、及び前回検査での苦痛の有無を確認
③細径スコープ（径 7.7 ㎜）及び極細径スコープ（径 5.8 ㎜）の選択
④鎮静剤使用量の決定（医師の指示）
⑤次回検査への情報活用として反射スコア（表１）
・鎮静剤覚醒スコア（表２）をコード化し PC 入力する。
⑥看護ケア詳細のコメント入力
表 １ 反射スコア

1

grade１ ほとんど反射なし

2

grade２ 挿入時に軽度の反射があったのみ

3

grade３ 挿入時に強い反射があったが胃観察時にはほとんど落ち着いていた

4

grade４ 咽頭通過後から検査終了時まで強い反射が時々出現

5

grade５ 強い反射が持続し検査困難

6

その他

安田ら咽頭反射のグレードより引用

表 ２ 鎮静剤覚醒スコア

1

レベル１ 呼びかけにスムーズに開眼あり。起立時ふらつきなし

2

レベル２ 呼びかけにスムーズに開眼あり。起立時ふらつきあり

3

レベル３ 呼びかけに反応あり。坐位はできるが起立不可

4

レベル４ 呼びかけに反応が緩慢。坐位不可能

5

レベル５ 呼びかけに反応が緩慢。傾眠傾向

5.結果
①属性
年齢区分は調査Ⅰ・Ⅱともに 40～50 歳代が約 60％を占め、経年受診者が約 90％を占めている。このこと
から、前回または経年の検査の情報収集が重要であることが言える。
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図 ４ 検査中の声かけ

②オリエンテーションについて
検査前オリエンテーションの内容は「満足～ほぼ満足」と回答したものが調査Ⅰでは約 98.6％、調査Ⅱで
は約 99.8％を占めていた（図１）
。
「検査前のオリエンテーションを受けたことにより安心して検査を受けることができた」と回答したもの
が、調査Ⅰでは 89.0％に対し、調査Ⅱでは 94.6％を占めていた（図２）
。これは、検査の写真を表示しな
がら説明することで、より理解できたと推測され、実際にも「イメージできて良かった」や「事前の説明
が丁寧で安心した」
、
「流れがわかり不安がなかった」などの意見も聞かれた。
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看護介入前後による反射グレードの比較
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図６ 看護介入前後の反射グレードの比較

③検査について
調査Ⅰで 29.3％、調査Ⅱで 27.6％が検査の苦痛を感じていた（図３）
。苦痛の内容としては、咽頭反射や
のどを通過するときの違和感であった。
④看護師のケアについて
検査中の声かけは調査Ⅰで 93.5％に対し、調査Ⅱで 98.7％が「満足～ほぼ満足」と回答し（図４）
、とボ
ディタッチでは、調査Ⅰで 91.3％に対し、調査Ⅱで 91.1％が「満足～ほぼ満足」と回答していた（図５）
。
実際にも「検査中の声かけがあり安心できた」
「背中をさすってもらえて楽だった」などの意見が聞かれ、
不安の軽減などの精神的援助やコミュニケーションの重要性が伺える結果となった。
⑤経年受診者の看護介入前後の反射グレードの比較
反射グレード１が 357 名より 366 名に増加し、同様にグレード２が 148 名より 157 名に増加している。グ
レード３と４では、少数だが減少しているという結果となった（図６）
。
5.まとめ
検査の苦痛に対しては、看護介入前後で有意差は認められなかった。しかし、今後も個別性を重視した苦
痛のない検査の提供を行うために、適切な看護介入を行う必要がある。実際に看護介入後は、鎮静剤使用量
について、反射スコア・鎮静剤覚醒スコアの客観的なデータをもとに、医師・看護師・受診者がお互いにコ
ミュニケーションを取りながら決定し、安全性への考慮や短時間の中で信頼関係を築くためのツールとして
活用している。
受診者からも「人間ドック受診者のお客様の声」での「検査が辛かった」や「鎮静剤をもっと使用してほし

かった」などの意見がなくなり、
「前回の情報を残してあるために安心して検査を受けることができた」
「鎮
静剤の増量や細いスコープなどの考慮をしてもらって良かった」という意見がきかれるようになり看護介入
の効果が表れていると評価できる。
しかし、現在は、スコアの評価は医師に一任しているために、看護師の評価や受診者の主観的な感覚のず
れも否めない。また看護介入の実施や結果等はコメントで入力されているために次回の情報に反映されにく
い現状がある。
特に、経年受診者が約 90％を占める当施設では、的確で多くの情報を活用し、次回検査へと繋げることが
重要であり、今後は看護介入の実施や結果等をコード化・可視化し、評価することにより個別的で継続的な
支援を行う必要がある。
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O－２２ 上部内視鏡検査における内視鏡看護
～不安調査を実施して～
岸和田徳洲会病院 内視鏡センター
○ 太秦 朋美
1.はじめに
当内視鏡センターでの看護業務としては機械のセッティング・洗浄、患者状態の把握・管理、医師の介助
などが主である。このような環境の中で、患者の不安・苦痛の軽減，安全・安楽の看護を目標にしているが、
本当に患者のニーズにあった不安軽減の為の看護が出来ているか、患者への関わり方にベテラン看護師との
大差がないだろうかと疑問に思う事もある。
そこで今回患者に不安調査の為のアンケートを実施、患者がどんな事を不安に思っているかを明確にし、
患者評価から検査ベットサイドでの不安軽減に対する看護のあり方を検討することが出来たのでここに報告
する。
2.研究目的
上部内視鏡を受ける患者にアンケートで不安調査を行い、患者視点にたった看護のあり方を見出す。
3.研究方法
1.研究期間・対象
平成 22 年 9 月に経口内視鏡検査を受けられた患者 100 人（緊急検査は除く）
2.方法
1)内視鏡センターで独自に作成したアンケートを用いて評価した。内容は、検査に対して
の不安の有無と看護師が接する事で不安の軽減があったか、看護師に何を望むか等の項

目で、記載は患者負担の少ない選択式（一部自由記載）とし、匿名での任意アンケート
で患者への倫理的配慮を行った。
2)アンケート結果を集計し、スタッフでミーティングを行い、不安軽減の為の看護のポイ
ントをまとめる。
（図１）検査を受けた人数

（図２）検査に対しての不安がある人の割合（年齢別）

（図３）不安の種類

（図４）今後何を希望するか

4.結果
アンケートの結果は『検査に対しての不安があるか』の問いに「ある」が 61％「ない」は 39％であった。
男女比で見てみるとさほど優位差はなく、男性 63.7％、女性 57.1％が不安あり。回数別で比較すると初回
75％2 回目以降 58.7％と初めて検査を受けられた患者の方が不安感は強かった。また、検査を受けられた患
者は 60 代が一番多く、次いで 70 代、50 代となっており（図１）
、検査に対しての不安は 40 代、30 代、50
代の順に多い。
（図２）
不安の内容は検査や前処置が主で、えずく事（45 件）が 1 番多く、挿入時の痛み（25 件）
・咽頭麻酔（22
件）と比較するとほぼ倍の件数があげられた。検査や前処置以外にも不安はあり検査結果を聞くのが怖いが

１５件あった。その他の意見としては、
「心拍数が上がる」
「怖い」となっている。(図３)
看護師が接する事で不安の軽減があったか？との問いには 5％が無回答、89％が軽減しており、多くが「親
切、丁寧、的確な説明」が軽減につながったとしている。軽減しなかった 6％の意見として「マニュアル通
りを感じ親密感がない」が 1 件ありその他コメントはなかった。
今後看護師に対して要望・希望があるか問いかけたところ、あるが 30％なしは 70％。その内容はタッチン
グなどの接触的な働きかけよりも検査の流れなどの説明を希望する患者が多かった。
（図４）
5.考察・まとめ
アンケートの結果ではスタッフの働きかけによって 89％の患者が不安の軽減を感じていた。しかし、少数
ではあるが不安を軽減する事が出来なかった患者もあった。
これらの事を踏まえスタッフミーティングを行った。ミーティングでは全スタッフが咽頭反射に対する苦
痛緩和・安全対策などに重点をおいた看護をしている事が分かった。また、新人スタッフが『自分自身が不
安軽減の看護を十分に行えているのか？他のスタッフはどのように声掛けしたりしているのか？』と迷いや
疑問がある事も明らかになった。その為どのスタッフが関わっても患者の不安軽減が図れるように、ベット
サイドでの患者の不安軽減の為の看護を見直し、最低基準を決め書面化をした事により全てのスタッフが患
者のニーズに対応した看護を行う意識付けができた。
連絡先：〒596-8522 大阪府岸和田市加守町 4-27-1
TEL：072-445-9915（代表）

Ｏ－23 安楽な大腸検査を提供するための一考察
～検査情報活用の有効性～
川崎市立多摩病院
〇古畑千奈己・井上ふみ子・馬場

哲

【目的】
川崎市立多摩病院は内視鏡学会指導施設である。
当内視鏡センターでは年間約 2100 件の大腸内視鏡
（ＣＦ）
を実施している。当センターが実施した平成 21 年度の患者満足度調査で対象の 40％がＣＦを辛いと回答し
ていた。患者の苦痛の軽減を目的に、問診票に「前回辛かった」と回答した患者を対象に、鎮静剤の量及び
種類の検討や、細径スコープの使用を実施した。本研究は苦痛がどの程度変化したかを評価した。
【方法】
対象：当センターでＣＦを２回以上実施し、問診票で辛かったと回答した患者 54 名。期間：平成 22 年 12
月 1 日～平成 23 年 4 月 18 日。方法：①医師と鎮静剤及びスコープを検討②検査の辛さを 10 段階で評価する
質問紙を独自に作成し検査終了後に実施した。解析：検査の辛さが前回と同じを10 段階の 5 とし、前回より
辛くなかったＡ群（４以下）
、前回と同じＢ群（５）
、前回より辛かったＣ群（６以上）の３群に分類し、鎮
静剤、使用スコープ、所要時間を比較した。倫理的配慮として、質問用紙は無記名とした。
【結果】
背景：男性 39％、女性 61％、60 歳代が 27％、70 歳代 26％、当センターでのＣＦが２回目 50％、3 回目
24％、4 回目以上 26％であった。ＣＦの辛さは前回より辛くなかった(Ａ群)39％、前回と同じ(Ｂ群)19％、

前回より辛かった(Ｃ群)42％であった。
鎮静剤に関して、Ａ群は、鎮静剤の増量 6 名(29％)、種類の変更 5 名(24％)であった。Ｃ群は鎮静剤増量
3 名(13％)、種類の変更 8 名(35％)であった。
スコープの太さに関しては、Ａ群は細いものへ変更２名(9％)、前回と同じ 17 名(81％)のうち前回より細
径スコープ使用が８名、前回より太いものへ変更２名(10％)であった。Ｃ群は細いものへ変更 5 名(22％)、
前回と同じ 15 名(65％)のうち前回より細径スコープ使用が 10 名、前回より太いものへ変更 3 名(13％)であ
った。
検査時間に関して、３群において、前回と今回の平均検査時間の比較を行った。Ａ群の前回38.1 分、今回
25.3 分、Ｂ群の前回 26.1 分、今回 26.3 分、Ｃ群の前回 34.5 分、今回 28.9 分であり、Ａ群では今回の検査
が有意に短縮していた。
今回、鎮静剤の増量、種類の変更や、細径のスコープへの工夫をしたものが 54 名中 63％であった。
【考察】
Ａ群は鎮静剤を増量し、種類の変更は少なく、Ｃ群は鎮静剤増量が少なく、種類を変更したものが多かっ
た。このことから、Ｃ群は鎮静剤の種類を変更したものの充分な鎮静効果が得られる使用量ではなかったこ
とが予測された。問診票を活用し前回辛かったと回答した患者に関しては、前回使用量を確認し、鎮静効果
が得られる量を決定することが重要であると考えられた。スコープに関しては、前回から細径スコープを使
用している患者が多く、またＣ群の 61％が細径スコープを使用しており太さが直接検査の辛さに関連してい
るとはいえない結果となった。鎮静剤使用量、スコープは検査担当医師が決定している。当院の薬剤やスコ
ープの使用基準作成を検討することが必要ではないかと考えた。そして、苦痛を軽減するために検討した内
容を患者に伝え、安心感を得られるような関わりが最も大切であると考えた。
【結論】
1.約 60％に辛さへの工夫を実施し、約 40％が前回より辛くなかったと回答し、約 40％が辛かったと回答し
ていた
2.使用薬剤は鎮静効果が得られる量を決定することが重要であると考えられた
3.当院での薬剤、スコープの使用基準作成を検討
4.検討した内容を患者に伝え、安心感を得られるような関わりが最も大切である
【引用参考文献】
1)長廻 紘：消化器内視鏡ハンドブック第３版 2010.10．10 文光堂
2)医療健康西日本新聞 2007．05.27 コラム聴診器（医療班から）福間

連絡先：〒214-8525 神奈川県川崎市多摩区宿河原 1-30-37
℡044-933-8111
川崎市立多摩病院 画像・内視鏡センター 古畑千奈己
（E‐mail)：1102inoue@marianna‐ｕ.ac.jp

Ｏ－２４ 大腸内視鏡検査後の苦痛緩和への取り組み
～検査後の腹部膨満の関連因子を調査して～
埼玉医科大学病院 内視鏡検査治療センター
内視鏡技師 ○関口世利子・脇
看護師

和恵

永瀬 綾子・小林 貴子

はじめに
大腸内視鏡検査（以下 CF とする）では、終了時に腹部膨満感を訴える患者は少なくない。検査後に自己
排ガスを促し、多くの腹部膨満感は解消するが、解消しない患者には腹部マッサージやネラトンカテーテル
による排ガス（以下ガス抜き法とする）を行う。検査後の腹部膨満感や腹痛に対するガス抜き法の有用性は
検討されている１）が、その対象は明らかではない。
今回、CF 後の腹部膨満感に対して看護介入（腹部マッサージやガス抜き法）が必要となる患者の関連因
子を調査したので報告する。
目 的
CF 後の腹部膨満感に対して、早期に看護介入し苦痛を緩和する。
方 法
大腸手術歴のない CF（全腸観察）を受ける 20 歳～80 歳未満の外来患者 116 名を対象とし、平成 22 年 7
月 2 日～8 月 16 日に実施した。
1．検査準備票・問診票から患者の情報を収集。
2．検査前後と自己排ガス後の腹囲測定、検査所見、使用スコープ、使用薬剤を収集。
3．検査に伴う関連因子を質問紙にて収集。
4．1～3 をまとめた 18 項目のデータから、自己排ガス後も腹部膨満感有りと、とても有りと答えた患者を
看護介入必要群（A 群）
、自己排ガス後に腹部膨満感が無い、殆ど無いと答えた患者を看護介入不要群（B
群）として、分析には以下の統計解析を行った。
1）クロス集計表にはχ２検定。
2）判別スコアのためのパラメーター算出にはロジスティック回帰分析。
5．CF 後希望者には看護介入を行った。
結果
1．研究対象 116 名の質問紙から、100 名の有効回答（有効回答率 86％）
。男性 55 名（平均年齢 58.9 歳）
、
女性 45 名（平均年齢 55.4 歳）
、A 群は 30 名、B 群は 70 名。
2．χ２検定の結果、A 群と B 群で有意差が見られたのは、検査終了時の腹部膨満感の有無、検査中の疼痛の
有無、検査中の排ガスの有無、薬剤使用の有無、検査前後の腹囲差の有無、の５項目だった。
3．結果 2 の 5 項目について、看護介入の必要性に関するスコアを算出するためのパラメーターを、ロジス
ティック回帰分析を用いて推定。感度 90％以上となるように判別条件を決定したところ、特異度は 81％
となった。
4．看護介入した患者 5 名は、腹部膨満感が解消した。
考察
CF 後の腹部膨満感に関連すると考えた 18 項目について分析した結果、A 群と B 群で有意差がみられた
５項目は、腹部膨満感の関連因子と考える。そのうちの２項目は主観的情報であり、高木らの「腹部膨満感
は主観的な情報であることから、患者の訴えを大切に取り扱う必要がある」２）とも通じる。
この関連因子を用いて算出したスコアから、看護介入が必要な患者を 90%で検出でき、また看護介入が不

要な患者を 81%の確立で検出できると言える。以上より、このスコアは看護介入の必要・不要の判別に有効
であり、指標作りに活用できると考え、見やすいように図式化した。今後この図式化した指標を臨床で活用
し、早期に統一した看護介入をして検査後の苦痛の軽減に努めていきたい。
結論
1．今回の調査・分析で、CF 後の腹部膨満感の関連因子を見出すことができた。
2．関連因子から看護介入の指標を作成した。
今後は指標の実用性を高めると共に、看護介入の質を向上させ、CF 後の苦痛緩和に取り組んでいきたい。
引用・参考文献
1）川田陽子他；全大腸内視鏡検査後の腹部膨満感および腹痛に対する排ガス法の有用性の検討，第45 回日本消化器内視鏡学会
会報，2000
2）高木君英他；看護過程に沿った対症看護―病態生理と看護のポイント―，学研，P69

連絡先：〒350‐0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38
℡：049‐276‐1201

Ｏ－２５ 大腸内視鏡検査の広範囲腹壁圧迫介助法の再検討
および挿入時間に影響を及ぼす因子の検討
まえやま内科胃腸科クリニック
○木下 和美・酒井 佳津子・大原 真美
青木 静香・前山 浩信
はじめに
昨年度、本学会にて大腸内視鏡検査（以下、ＣＦ）の広範囲腹壁圧迫介助法（以下、広範囲圧迫法）の有
用性について発表した。従来の腹壁用手圧迫介助法（以下、用手圧迫法）との比較を、後ろ向き調査で、透
視使用回数、介助者交代回数で行ったため、広範囲圧迫法の有用性の根拠に疑問が持たれた。今回、前向き
調査で、広範囲圧迫法と用手圧迫法での挿入時間を測定し、両圧迫法を比較検討した。また、挿入時間に影
響を及ぼす因子についても検討した。
方法
ランダムに広範囲圧迫法（バスタオルを丸めてガムテープで固定した亜球状の物で圧迫）と従来の用手圧
迫法でＣＦを行い、それぞれ 160 例について盲腸までの挿入時間を測定した。全症例につき性別、ＢＭＩ、
腹囲、手術歴の有無、介助者についても挿入時間に影響を及ぼすかを調査した。
結果
①広範囲圧迫法 160 例での平均挿入時間は 8.28 分、用手圧迫法での平均挿入時間は 10.11 分で、有意差を持
って、広範囲圧迫法の方が挿入時間は短かった。②全320 例中、男性は 129 例、女性は 191 例で、挿入時間
は男性が 8.35 分、女性が 9.80 分で、有意差を持って、女性の方が挿入時間は長かった。③全 320 例中、腹
部手術歴のある例は 57 例、手術歴のない例は 263 例で、挿入時間は手術歴ある例では 8.75 分、手術歴のな
い例では 9.29 分で、両者に有意差を認めなかった。④広範囲圧迫法、用手圧迫法それぞれ 160 例で、平均時
間より短い群、長い群に分けて、ＢＭＩと腹囲の平均値、手術歴のある率を比較したが、有意な差を認めな

かった（表１と表２）
。⑤4 人の介助者（経験 4 年ＡとＢ2 人、3.5 年Ｃ1 人、1 年Ｄ1 人）において、3 人（Ｂ、
Ｃ、Ｄ）では広範囲圧迫法の方が、有意差を持って挿入時間が短かった。経験 4 年の介助者二人の平均挿入
時間は 9.4 分と 8.1 分、経験 3.5 年では 9.3 分、経験 1 年では 8.5 分で、経験年数が挿入時間の短縮につな
がるとは言えなかった（表３）
。

考察
広範囲圧迫法は、用手圧迫法よりも介助者の経験年数や技術に左右されずに、ＣＦ挿入を容易にする方法
と考えられた。ＣＦ挿入を困難にする因子として性別（女性）は挙げられたが、ＢＭＩ、腹囲はその因子で
はなかった。手術歴があり癒着ある症例では挿入困難となるが、手術歴がなくても過腸結腸では挿入困難と
なり得るため、
平均挿入時間で検討すると、
手術歴の有無が挿入時間の差には影響を与えない結果となった。
連絡先：〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 14632－4
℡ 0265－82－8614

Ｏ-26 大腸内視鏡検査時ＣＯ２送気使用経験
医療法人社団根本医院
内視鏡技師 ○鈴木 正江・佐藤 明美・矢嶋真理子・木内 洋子
鈴木 尚美・渡部たか子・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
大腸内視鏡検査時、送気にＣＯ２を用いることによって、被験者の腹痛や腹満が軽減できるという発表が
みられる。
当院においても平成 22 年度よりオリンパス社製 UCR を導入し上部 ESD 及び EMR を行う際に積極的

に使用しており、また大腸内視鏡検査時送気にも症例によりＣＯ２を使用している。今回、大腸内視鏡検査
時通常送気群とＣＯ２送気群との両群間での自覚症状と,他覚的に術前後の腹囲の増減について比較検討し
た。
対象
平成 23 年 1 月～3 月に当院で大腸内視鏡検査を受けた 100 症例。通常送気群 50 症例、ＣＯ２送気群 50 症
例。年齢は 16 歳～86 歳まで、全症例平均年齢 64 歳(通常送気群平均年齢 66 歳、ＣＯ２送気群平均年齢 62 歳
)。男女比率は男性 45 名、女性 55 名（通常送気群男性 26 名、女性 24 名、ＣＯ２送気群男性 19 名、女性 31
名）
。今回の調査では全症例患者さんの希望により、鎮静剤使用下での調査結果である。
調査方法
検査直後、検査終了１時間後に患者に腹痛及び腹満感についての自覚症状を①なし、②少し、③まあまあ、
④強い、の 4 段階で聞き取り調査した。次に検査前、検査直後、検査１時間後及び 2 時間後に腹囲を測定し
た。このような患者情報、結果を調査用紙に記入した。

結果
全 100 症例の検査時間は、盲腸までの到達時間平均 4 分、観察及び処置、抜去までの平均時間は 18 分。通
常送気群平均時間 17.5 分、ＣＯ２送気群平均時間 18.8 分であった。自覚症状のうちまず腹痛については、
検査直後から両群とも全く腹痛なしと答えた方が約 80％、
そして 1 時間後には約 90％の方が腹痛なしと答え
た。お腹が張って苦しいかとの問いには、通常送気群、ＣＯ２送気の両群とも全く張っていないと答えた方
が検査直後に約 70％、1 時間後には約 90％の方が腹満なしと答えており、両群間での有意差は認められなか
った。患者さんの苦痛度としては、腹痛よりも検査直後の腹満を苦痛として訴えている。
検査直後の腹囲変化は、通常送気群では検査前より 2.8ｃｍ増加し、ＣＯ２送気群の 2.2cm 増加と比較する
と 0.6cm 多い。しかし、1 時間後及び 2 時間後には両群とも検査前とほぼ変わらない値まで減少している。
考察
大腸内視鏡検査時、送気に CO2 使用することにより、被験者の苦痛が著明に軽減され、通常送気群との間
に明確な差が現れると考えていたが、今回の調査においては自覚症状である腹痛・腹満症状において、両群
ともほぼ同じ結果であり有意差がみられなかった。これは、今回の調査が鎮静剤使用下での大腸内視鏡検査
であったことも一因と考える。腹囲変化は、通常群での検査直後の増加率がやや多いことから、挿入困難例
等で検査時間が長くなる症例には今後、ＣＯ２を使用することにより、患者の検査後の腹満感の減少に繋が
るかと考える。更に、穿孔などのアクシデント発生時にＣＯ２送気を使用することにより安全な処置、対応
が可能となる。現在ＣＯ２使用は保険適用となっておらず、コスト面も考慮し、大腸内視鏡検査全症例での

使用は検討が必要かと考える。
結語
当院での鎮静剤使用下で行った大腸視鏡検査で、今回の調査では通常送気とＣＯ２送気の両群間での明ら
かな有意差は見いだせなかった。安心・安全な大腸内視鏡検査を第一に考え、今後も検討を続けたい。
連絡先：〒287-0003 千葉県香取市佐原イ 1693
Tel 0478-54-2823

０－27 上・下部同日内視鏡検査における上部内視鏡前処置での抗コリン薬使用の適否についての検討
東京女子医科大学八千代医療センター内視鏡室
内視鏡技師 ○関

博子・佐々木直哉・南部 周平・峰岸 真弓

坂口 尚枝・岩下 宏宣
医師
看護師

光永

篤・田形 倫子・濱野 徹也・寺本 穂波

白戸

泉・白戸 美穂・西野 隆義

加藤 禎枝・山上由紀子・野澤 美鈴・多保田佐知子

【研究目的】
近年、大腸がん検診の普及に伴い、下部内視鏡検査（以下、CF）を希望する患者が増えている。そのよう
な中で、拘束時間の長い CF を上部内視鏡検査（以下、GF）と同日に受けたいとする患者も少なくなく、我々
の施設でも約１年前より上・下部同日内視鏡検査（以下、GCF）を実施している。しかし、GF の前処置とし
て抗コリン薬が使用された患者では、
「CF の前処置完了が遅くなる傾向があるのでは？」とのスタッフの意
見が聴かれたため、その正否を検討する目的で今回の検討を行った。
【方法】
2010 年 11 月～2011 年 9 月までの 11 ヶ月間に GCF 同日検査を施行された患者において、
腸管洗浄剤服用開
始から初回反応便を認めた時間さらに前処置終了までの時間をそれぞれ測定し、GF で抗コリン薬を使用され
た群と使用されなかった群との間で有意差検定を行った。前処置終了は便の性状確認シートの5 番を以て判
断した。また、CF の全結腸観察率を検討するともに、全検査終了後、対象となった患者にアンケート調査を
行い、GCF に対する意見を聴取した。
【結果】
対象患者 104 人（男性：女性 74：30）
、平均年齢 66.7 歳。抗コリン薬使用群は 45 人、不使用群は 59
人であり、両群背景に違いを認めなかった。初回反応便を認めるまでの時間（分）は、使用群：52.7±32.7、
不使用群：43.6±25.1 であり、前処置終了までの時間（分）は、使用群：194.6±53.0、不使用群：192.2
±60.3 であった。この結果をもとに両群間でｔ検定を行った。その結果、初回反応便時間P＝0.11（図１）
、
前処置終了時間P=0.83(図２)ともに有意差を認めなかった。
また、
GCFでのCFにおける全結腸観察完遂率は、
104 例中 102 例で 98.1％であった。非完遂 2 症例は、腹部多手術後症例と挿入困難例であった。
「アンケート
調査結果」質問１（図３）
、楽である 83％、楽ではない 17％ 質問２（図４）
、きつい 24％、きつくない 76％
質問 3(図５)、大変だった 31％、大変ではなかった 69％ 質問 4、大変だった理由、お腹が張っていたから、
ニフレックⓇの味が苦手 質問５(図６)、希望する 88％、希望しない 12％ 質問６、希望しない理由、別の
日に実施したい、時間がかかりすぎる、今後体力的にきつくなるかも。

【考察】
腸管洗浄剤を服用し、CF の前処置が完了した後に GCF を連続して施行する施設もあるが、GF の際の送気が
CF の挿入率に影響する可能性もあり、我々は GF 終了後に CF の前処置を行っている。しかし、一方で GF の
前処置に使用される抗コリン薬が CF の前処置に影響する可能性を考慮する必要がある。
抗コリン薬として一
般に使用されるブチルスコポラミンの有効腸管蠕動抑制時間は約 40 分とされており、
我々の施設では検査終
了後 40 分を目処に腸管洗浄剤の服用を開始している。したがって、蠕動抑制が軽減したところに腸管洗浄剤
により促される腸管蠕動の亢進が加わるため、GF の前処置で使われた抗コリン薬が CF の前処置を遅延させ
ることはないと考えられた。
【結語】
GCF での CF に先行する GF は、CF における挿入率の低下を来さず、CF に先行する GF の前処置で使用され
た抗コリン薬が、CF の前処置完了を遅らせることもなかった。また、GCF は、体力的に虚弱な高齢者におい
ても許容可能な検査様式と考えられ、特に時間的制約が多い現役世代の患者に対し、積極的に導入が検討さ
れるべき検査様式と考えられた。
連絡先：〒276-8524 千葉県八千代市大和田新田 477 番地 96
TEL：047-450-6000

Ｏ-28 画像強調観察による頭頸部表在性腫瘍のスクリーニングと内視鏡治療への取り組み
独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
内視鏡室看護師 ○藤本 邦弘・重松 佳子・松本 直子・岸田 容子
内視鏡科医師

堀 伸一郎

【背景・目的】
画像強調観察機能をもつ電子内視鏡システムの臨床的有用性が確立され、
狭帯域光強調加算が新設された。
食道と咽頭領域に癌が重複しやすいことは知られていたが、内視鏡検査では咽頭領域は患者が最も苦痛を訴
えやすい部分であるため、殆ど観察されず通過するだけだった。先進施設においては頭頸科領域に特殊光を
応用する新分野の治療として内視鏡的切除術(以下咽頭 ESD)の有用性が報告されており、当院でも 2008 年よ
り現在まで 18 事例 24 病変の咽頭 ESD を施行した。今回、その取り組みを紹介する。
【経 過】
1.スクリーニング：内視鏡検査全例に咽頭部の画像強調観察を行った結果、咽頭 ESD を受けた全例に食道が
ん合併があり、治療後経過観察中に咽頭病変があった。咽頭部観察の注意点は 1)咽頭麻酔前に含漱する。
2) 2 段階のスプレー麻酔で確実な咽頭麻酔を行う。3)鎮静剤はなるべく使用を控える。4)検査の流れやリ
ラックスの方法を事前に説明し可能な限り患者の言葉を傾聴する。
5) 補助ツールとしてスコープ仕様一覧
表を作成し、目的に応じたスコープを準備する。6)検査中は積極的な言葉かけやタッチなどリラックスで
きるよう意図的介入に努める。7)咽頭観察時は医師の声かけに合わせ、患者に息止めや発声や下顎挙上を
促し観察を行った。
2.治療：咽頭 ESD は多職種合同で施行する。看護師は手術室を内視鏡室に近い環境に整え、内視鏡医師の介
助を行い、大型モニターで情報を共有し協力を行った。
3.術後：頭頸科と双方でフォローし、飲酒と喫煙の危険性について医師とともに説明をした。
【考 察】
検査前から不安の軽減に努め、十分な咽頭麻酔を行った。含漱によりクリアな視野が得られたが、咽頭部
の積極的な観察により苦痛は増強した。そこで「言葉の麻酔」効果を期待して言葉掛けとタッチによる精神
的ケアに努めた。これらの取り組みにより、予後不良とされてきた咽頭表在癌の早期発見が増加した。画像
強調観察の知識を持ち、各スコープの仕様を熟知し、安全・安楽・円滑な介助を行う看護師の役割は大きい。
【今後の課題】
咽頭表在癌の早期発見のためには、検査前問診の充実と、咽頭部観察は上部消化管内視鏡検査で行うとい
う意識の浸透が必要である。同時に画像強調観察機能付き電子内視鏡システムおよび、拡大内視鏡の更なる
普及が必須である。しかし、咽頭観察には反射をどう抑制するかという課題は大きく、看護師には精神的ケ
アにも意識した更なる介助の工夫が望まれる。
【参考文献】
1)加悦美恵，井上範江：苦痛を伴う検査時の看護師の関わり 話しかける介入と話しかけながらタッチする介入の対比，日本看
護科学会誌,27 巻,3 号,ｐ3-11,2007．
2)森田周子,ほか：下咽頭表在癌の内視鏡手術；JOHNS,Vol.25, No.2 ,233-237,2009.
3)森田周子,ほか：当院における頭頸部表在性癌に対する診療のための体制構築；耳鼻咽喉科展望,Vol.51, 471-471,2008 .
4)門馬久美子，ほか：中・下咽頭表在癌の内視鏡診断;胃と腸,45（2）,ｐ203-216,2010.
5)武藤学，ほか：中・下咽頭表在癌の診断と治療：早期診断と低侵襲治療の新展開-消化器内科の立場から-；日本消化器病学会
雑誌,第 106 巻,第 9 号,ｐ1291-1298,2009.

6)田中雅樹，ほか：中・下咽頭表在癌に対する内視鏡治療の現状；耳鼻咽喉科展,51：6,第 3 回頭頸部表在癌研究会.
7)西山耕一郎，ほか：下咽頭診察法の試み；耳鼻咽喉科展,51：6,第3 回頭頸部表在癌研究会.
8)井上晴洋，ほか：中・下咽頭表在癌の拡大内視鏡診断;胃と腸,45（2）,ｐ217-226,2010.
9)天沼裕介，ほか：NBI：咽頭食道；消化器内視鏡,Vol.21,No.2,2009.

【連絡先】〒791-0280 愛媛県松山市南梅本町甲 160
TEL089-999-1111 FAX089-999-1100

Ｏ－29 ERCP 検査における炭酸ガス（CO２）送気の有用性について
ＪＡ広島総合病院 看護科 内視鏡技師 ○松下 理恵・上野 潤子・石崎 淳子
消化器内科

藤本 佳史

目的
炭酸ガス(以下 CO２）は消化管での吸収が早いことから、近年、CO２送気装置を用いた内視鏡治療の有用性
が報告されている。当院でも平成 22 年 1 月よりオリンパス社製の内視鏡用炭酸ガス送気装置 UCR を導入し、
ESD などの治療内視鏡に使用している。
内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査（以下 ERCP）は、しばしば長時間に及び、検査中、多量の送気により、術
後の腹部膨満感・腹痛を訴えられる場合がある。今回、私達は ERCP 検査に CO2 送気を使用することで術後の
腹部症状の軽減につながるかどうかを検討した。
対象
2010 年７月から 9 月の約３ヶ月間に、当院で ERCP を施行し、同意の得られた 43 症例、のべ検査回数 64
回を対象とした。CO２送気を用いた 32 例（34 回）を CO２群、通常送気を行った 26 例（30 回）を Air 群とし
た。同一症例で両群を行った症例は 15 例であった。男女比は CO２群で 15:19、Air 群で 13:17、平均年齢は、
CO２群 72.9 歳(29～96 歳)、Air 群 74.8 歳(42～89 歳)であった。術後膵炎の合併がみられたのは Air 群で 1
例のみであった。
方法
データの収集には、看護用チェックシートを作成し、検査前、帰室時、2 時間後、および翌朝にベットサ
イドにて測定を行った。検討した項目は、1.検査時間、2.術後の腹痛（Face scale：以下 FS）3.腹満感、4.
排ガスの有無、5.圧痛の有無、6.腹囲の変化について比較検討を行った。
結果
1.検査時間は CO２群：36±21 分、Air 群：36±17 分と差を認めなかった。
2.術後の腹痛は、CO２群では翌朝には全症例、FS が 0 であるのに対し、Air 群では FS が１～
2 であった。また、CO２群ではどの段階においても 3 以上の痛みを自覚することはなかった。
CO２群で術後の Face scale が低かった。
3.腹満感は、Air 群では帰室時、2 時間後、翌朝と、あまり差はなく、CO２群では帰室時・2 時
間・翌朝と徐々に腹満感を自覚した人が減少する傾向にあった。
4.排ガスの有無については、CO２は速やかに腸管内に吸収されると報告されているが、今回
の調査では両群間に有意差はみられなかった。
5.圧痛の有無については CO２群では圧痛を認めた症例が翌朝には 0 となっていたが、Air 群で

は減少する傾向にはなかった。
6.腹囲の計測では、術前腹囲を基準値とし、測定結果の平均値を分析した。帰室時、2 時間後
で CO２群の方が Air 群より早期に減少する傾向にあり、有意差を認めた。
結論
CO２送気を用いた ERCP 検査は、被検者の苦痛を軽減することが示された。ERCP 検査後は術後膵炎などの合
併症を伴うこともあるが CO２送気の使用により、検査後の腹部症状の訴えが減少すると考えられ、合併症に
対して早期に対応でき、検査後の看護においても有用である。
連絡先：〒738－8503 広島県廿日市市地御前 1 丁目 3－3
TEL：0829－36－3111

Ｏ-30 腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術の導入経験から内視鏡技師の関わりを考える
市立室蘭総合病院
内視鏡室内視鏡技師 ○小田 清佳
消化器科医師

川上賢太郎

はじめに
経皮内視鏡的胃瘻造設術（以下 PEG)が普及して久しいが、他臓器損傷の可能性などから PEG が不可能と判
断される症例 1）～3）が散見する。PEG が困難と判断された症例に対して、当院初の腹腔鏡補助下に PEG
（laparoscopy-assisted PEG；以下 LAPEG)を施行した経験から、内視鏡技師の関わりを考える。
患者背景
77 歳女性、身長 150cm、体重 58kg、BMI 25.87
既往歴：症候性てんかん 開腹手術歴なし
現病歴：右上腕骨骨折後に ADL 低下、仙骨部褥瘡にて当院形成外科に入院。
日常生活は全介助、経鼻栄養を継続していたが、自己抜去を繰り返すため PEG 依頼となる。
術前の上部消化管内視鏡検査（以下 EGD)では、体表からの透過光・指押しサインの確認不良で胃・腹壁間に
他臓器の介在を否定できず、PEG は困難と判断された。家族は胃瘻を希望しており、LAPEG を選択肢として提
示したところ、全身麻酔下での LAPEG となった。
手術経過
本症例では腹腔鏡操作を外科医、内視鏡操作と PEG を消化器内科医、直接介助には手術室看護師、内視鏡
技師（看護師）は内視鏡機器のセッティングと胃瘻造設キットの準備を担当した。
患者右頭側に腹腔鏡モニター、左頭側に内視鏡モニターを配置。全身麻酔下でカメラポートを臍下部に留
置し低圧で気腹した。腹腔鏡観察で、胃の前面に横行結腸をみとめ、第2 ポートを追加して鉗子で横行結腸
を足側によけた。一方、上部消化管経鼻内視鏡を挿入し送気して胃を拡張させると腹腔鏡で肝臓や大網に隠
れていた胃前壁が観察できた。腹壁と胃の間に他臓器が介在していないことを確認し、胃壁固定具を用いて
胃・腹壁の 4 点固定後、Introducer 法で胃瘻造設、手術時間は 40 分（手術室入室から抜管までは 95 分）
、
出血少量で終了した。
術後経過
術後翌日から胃瘻の使用開始、7 日目に胃壁固定部抜糸し順調に経過、約 2 ヶ月後に退院。

考察
当院では、EGD と腹部ＣＴにて PEG の可否を判断する。更に PEG は透視下で施術するため他臓器損傷の可
能性が高い場合は中止する。PEG が困難な症例の選択肢としては経鼻胃管や開腹胃瘻造設術（以下OSG)等が
あるが、経鼻胃管は自己抜去・誤挿入のリスクが高く、長期管理には不向きであり、OSG は交換が煩雑で、
胃瘻チューブの固定部が腹痛などの一因になるといった問題点がある。比較してPEG は施術・交換手技が簡
便で侵襲も少なく、取り扱いが容易なことから、患者自身や介護者にも広く受け入れられてきた。
本症例は、腹壁と胃の間にある腸管を腹腔鏡で確認し位置修正できたことで安全に胃瘻を造設できた。腹
腔内を直接観察し、臓器の位置修正や癒着剥離などの処置を行えることが LAPEG の最大の利点である。しか
し、LAPEG は PEG と比較して多くのコスト・時間・人員などを要する。当院で LAPEG の導入が遅れていた原
因の一つであろう。
内視鏡技師の関わりでは、手術室での内視鏡機器セッティングのタイミングや配置の確認、手術室看護師
への PEG キット内容の説明などが不十分であった。事前に詳細な打ち合わせをすることで、よりスムーズに
施術できたと思われる。病棟スタッフからは LAPEG についての知識・情報不足の声が聞かれた。改善策とし
て手術室との合同術前訪問を行うことは有益で、これによって共通の患者情報を入手でき、病棟との情報交
換や手術室との打ち合わせが可能になり、結果、患者ケアに還元される。内視鏡技師は新しい手技の正しい
情報発信と、円滑な手技や施術に関する様々な調整を行う必要がある。
結語
より安全で低コストの LAPEG が確立され、
内視鏡技師側からも様々な検討・報告がされることを期待する。
参考文献
1)春本研：最近の腹腔鏡補助下胃瘻造設術，難病と在宅ケア，Vol.13，No.7，42-44，2007
2）山下剛史 他：腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術（LAPEG）の有用性，Progress of Digestive Endoscopy，Vol.75，No.2，
36-39，2009
3）渡辺照彦 他：腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術（LAPEG）の 3 例，診断と治療，Vol.98，No.8，1371-1373，2010
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Ｏ－31 鎮静下内視鏡検査を施行した患者の管理 ～看護・安全・管理～
高松平和病院内視鏡室
内視鏡技師 ○佐藤 弘子
看護師
医師

佐々木鶴恵・尾身 知子・合田真理子
豊岡 志帆・何森

晶・佐藤

明・蓮井 宏樹

【はじめに】
近年、内視鏡検査を施行上「鎮静剤使用して楽に検査を受けたい。
」との被験者が多く鎮静剤使用しての内
視鏡検査が増加している。当院でも外来患者に対して鎮静下内視鏡検査を導入してきた。以前までは内視鏡
室には鎮静剤使用後の観察室がないために、検査終了後被験者を車椅子で外来処置室まで移動し、外来看護
師による観察を行っていた。しかし他の業務も兼任しているため状態確認が出来ない現状であった。

そこで内視鏡室隣接にリカバリ室を新設することにより鎮静下内視鏡検査をストレッチャー上で施行し、
ストレッチャーのままリカバリ室に移動する事により、移動による安全性が保たれた。またリカバリ室では
酸素飽和度装着にて鎮静剤使用後の安静ならびに管理が行えるようになった。また記録用紙作成（図１）に
て内視鏡室入室からリカバリ室退室までの記録が一貫しておこなえるようになったので報告する。
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【方法及び結果】
鎮静剤施行の被験者には、問診にて来院時に自転車・バイク・車で来院されていないか確認後、同日乗り
物の運転はできない。又検査後 2 時間はリカバリ室で安静時間が必要の説明にて同意が得られて鎮静下内視
鏡検査の前処置の施行を行う。
バイタルチェック・薬剤アレルギーの有無確認を行い咽頭麻酔の施行後、ソルデム 3 200ml にて血管確保
を行い、検査室でストレッチャー上に臥位になって頂き呼吸循環モニターの監視の下に、鎮静剤投与し施行
する。
検査終了後には再度バイタルチェックを行い、被験者の状態確認をして、内視鏡室からリカバリ室に移動
する。以前は覚醒不十分な状態での車椅子移動を行っていたが、ストレッチャーのままリカバリ室へ移動す
ることにより、移動時の安全性が確保された。リカバリ室でも酸素飽和度装着にて呼吸状態の観察しながら
2 時間安静にする。リカバリ室では、看護師の管理となるため酸素飽和度 90％以下・急変時には内科救急担
当医師のコールする事のマニュアル作成をした。
退室時バイタルチェック後覚醒状態良好でスタッフ同行にて外来診察へ移動する。内視鏡室入室からリカ
バリ室退室まで一枚の記録用紙に同意書確認事項・適宜のバイタル・鎮静剤使用量・検査中の状態等を記載
する事で内視鏡室での経過が一目瞭然となり継続看護が行えるようになった（図２）
。
【総括】
今後も苦痛の少ない内視鏡検査を希望され、鎮静下内視鏡検査が増加すると思われる。更に急変時にも敏
速な対応が出来き、安全に検査が行えるように追求していきたい。
参考文献
1)小越和栄：消化器内視鏡リスクマネジメント、医学書院
2)日本消化器内視鏡学会監修：消化器内視鏡

連絡先：〒760-8530 香川県高松市栗林町１丁目 4 番 1 号
℡：087－833-8113

Ｏ-32 上部消化管内視鏡検査を受けた患者の鎮静満足度向上への取り組み
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背景
当院は大学病院であり、精密検査目的で上部消化管内視鏡検査を受ける患者が多く、鎮静剤を使用することで
安楽な検査を希望する患者が増えている。そこで、看護師は満足度向上の取り組みとして、鎮静効果が明確とな
るようにリカバリー退室時に鎮静満足度を口答で確認、記録し、前回鎮静歴のある患者については事前カンファ
レンスで情報を共有し、医師に情報提供を行っている。
目的
1.アンケート調査による鎮静満足度の評価をする。
2.前回満足度を医師に情報提供することでの満足度の向上の有無を評価する。
対象
2010 年 8 月～11 月に鎮静剤を使用し、上部消化管内視鏡検査を受けた患者 339 例と、そのうち前回鎮静歴の
ある患者 127 例。
方法
鎮静剤の種類としてセルシン®、プロポフォール®、サイレース®、ドルミカム®の４種類を使用し、 薬剤の初期
投与量は、セルシン®5mg、プロポフォール®投与導入時、70 歳以上 20mg、70 歳未満 40mg で開始し追加投与、
サイレース®0.5mg、ドルミカム®3mg とした。
検討① 検査施行後の口答質問にて満足度を３段階(満足・ほぼ満足・不満)で評価した。
検討② 薬剤の種類、投与量、薬剤の変更の有無、口答質問による満足度を満足=3 点、ほぼ満足=2 点、不満=1
点とスコア化して前回と今回の満足度を比較検討した。
結果
検討①満足度の高い薬剤は、サイレース®、ドルミカム®の順で、やや劣ったのがセルシン®、プロポフォール®
であった。セルシン®については血管確保なしでの使用により、追加投与ができない条件での使用が背景にあり、
プロポフォール®は初期投与量不足や、薬剤の半減期が短く、途中で覚醒されたりなどにより、満足度が他の２剤
より低いのではないかと考えられた（図１）。
検討②前回鎮静歴のある 127 例の内訳は男性 64%、女性 36%、年齢 62±13 歳、薬剤変更は 26 例(20.4%)、
投与量の増量は 15 例(15%)に行われた。前回満足度の情報提供により薬剤の変更又は増量した割合は前回満足群
(n=72) 25％、前回ほぼ満足群(n=41)は 34％、前回不満群(n=14)は 64％であり、前回の満足度が低い程、変更又
は増量された割合が有意に高かった（p=0.03）(図２)。前回満足度は平均 2.4 点、今回満足度は 2.3 点であり、
全体の満足度には有意差が認められなかった（図３）
。前回不満群に対する解析にて前回満足度は 1 点から今回
満足度 2.2 点への満足度スコアの有意な上昇が認められた(p=0.0002)（図４）
。
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考察
看護師は患者の希望を確認した上で、安全で安楽な鎮静ができるように工夫が必要と考える。その取り組みと
して鎮静効果が明確となるようにリカバリー退室時に鎮静満足度を口答で確認、記録の上、前回鎮静歴のある患
者については事前カンファレンスで情報共有している。その結果、前回の満足度を医師に情報提供する事による
薬剤投与選択に対する介入効果が認められ、前回不満群では薬剤変更又は増量により満足度スコアの上昇が認め
られたものと考える。
結語
鎮静満足度アンケートの聴取及び前回結果の提示は満足度向上への取り組みとして有用であった。
連絡先：〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目５番１号
TEL：086-223-7151(代)

Ｏ－３３ 演題取り消し

Ｏ－34 上部内視鏡検査を受ける患者の不安軽減を目指して
～リーフレットを作成しオリエンテーションの充実を図る～
杏林大学医学部付属病院 内視鏡室
○加藤千代美・吉田 智美・藤村
綾・三川みゆき・種岡 貴子
はじめに
当院では検査前に一連の流れや楽に受けられるポイントを看護師が口頭で説明しているが、苦しいなどの先入
観で不安を抱いている患者が多く、言葉だけの説明では限界があると感じた．そこで患者の不安を軽減
させる方策を検討した結果、オリエンテーションのツールとしてリーフレットを作成し、活用すること
ができたので報告する．
研究目的
患者の不安を軽減するためにリーフレットを作成し、効果的なオリエンテーションを行う．
方法
1) 看護師 11 名に調査
2) 1)の結果を基にリーフレットを作成
3) 上部内視鏡検査を受ける外来患者 100 名にリーフレットを見る前後と検査後に調査
4) 3)の結果を基にリーフレットを修正
＊調査内容
看護師：咽頭麻酔時の工夫や検査を楽に受けられるポイントなど
患者：リーフレットの内容についての意見と不安が軽減できたかなど
結果・考察
オリエンテーションにリーフレットを導入する理由は、予約時間が異なることや年齢が 69.5 歳(図 1)と高齢者
が多い為、写真などを手元で見られるものを考えた．リーフレットを作成する前に、看護師にオリエンテーショ
ンで工夫している内容についてアンケート調査を行った．
『肩・首・のどの力を抜いてもらう』
『のどの奥をポカ
ンとあける』など、楽に検査が受けられるよう説明していることが分かった（表 1）
．それらの意見と先行研究や
他施設の工夫などを参考に写真と文字に反映させ、リーフレットに取り入れた．
検査前の不安について患者に調査した結果、過半数は不安があると答えた（図 3）．原因として『検査結果に対する
不安』が最も多いことが分かった．看護師への質問は処置についての内容が多かったため、検査結果に対して一番不
安を抱いているということは想定外であった．当院では病理結果も含めた詳しい説明は外来で行っている．検査結果
に対する不安の解決は難しいが、看護師として医師から患者へ短時間でも安心できる検査結果の説明をするように働
きかけることが必要だと考える．
次にリーフレットの内容について調査した結果、
「口頭で言われても理解できないので、事前に分かって良かっ
た」
「写真を見ていたので、同じようにできて良かった」などの意見が聞かれ、事前に写真や文字で情報が得られ
たことで看護師の説明もより理解できたのではないかと考える（表 3）
．不安の解消・軽減ができたかにおいても
検査結果に対する不安は無くならないが、
「流れを確認でき、不安を軽減できた」などの意見があった（表 2）
．
しかし、検査を楽に受けられるポイントを理解していても実施できなかったと言う意見もあった．医師の手技や
咽頭反射に個人差があり、またジアゼパムによる鎮静効果も関係しているため、検査中実施するのは難しいと推
測される。今後は検査前に不安の有無と何が辛いのかを確認し、その辛さを軽減できる説明や看護援助を行って
いきたいと考える．

患者アンケート：定量調査・面接法
患者の特性
性別：男性 61％、女性 34％、無記入 5％
（図１）年齢：中央値；69.5 歳
35

(図２)経験の有無：経験有り 87％、経験なし 13％
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(表１)看護師アンケート：留置き自記入式調査
＜リーフレット作成前＞
オリエンテーション・検査介助
時の工夫や注意点
＜リーフレット運用後＞
楽に検査が受けられるよう、患
者自身で何か工夫していたか

検査前・検査中に、検査を楽に受けるポイントとして以下を説明していた
・肩と首、喉の力を抜いてもらう．
・喉の奥を広げるようにポカンと開けるように伝える．
・唾を飲み込まず流しだすように伝える．
・自ら顎を上げ、のど麻酔を行っていた． ４名
・安楽な体位（顔や足の向き）が自身でとれるようになった．
・イメージトレーニングをした．

(表２)リーフレットは役に立ったか・否かの理由
役に立った理由

役に立たなかった理由

・口頭で言われても理解できないので、事前に分かって良かった
・写真を見ていたので、同じようにできて良かった
・何回受けても忘れるので、流れを思い出せて良かった

・喉をポカンと開けるイメージが難しい
・頭で分かっていても難しい

（表３）リーフレットを読んだ後、不安の解消についての理由
解消できた理由
・流れを確認でき、不安軽減できた．
・写真で理解を深めることができた．
・自分がどうしたらよいかわかった．

解消できなかった理由

その他

・検査結果に対する不安のため．
・不安がつのった．
・何回やっても嫌．

その他

私達が写真や文字をリーフレットに取り入れたことで『咽頭麻酔時に自ら顎を上げ麻酔を溜めていた』
『安楽な
体位がとれるようになった』など、患者自身が検査を楽に受けようとする行動が見受けられるようになり、不安
を軽減する手立てとなったと考える．しかしながら、病状についての不安や過去の辛い経験をリーフレットで解
消することは難しい為、今後はリーフレットと患者に適したオリエンテーションの充実を図り、患者の不安を軽
減できるよう援助していきたい．
おわりに
・患者の不安は病状に関する不安が一番多いことが分かった．
・不安の原因を全て解消することは難しいが、検査の流れや処置について視覚的に情報を習得することは、患者
の不安の軽減に有効である．
引用・参考文献
1)降矢貴子: 大腸内視鏡検査における前処置のオリエンテーションの改善～排便スケールとビデオを活用して～，日本消化器内視鏡
技師会会報 2005；56‐57

2)菊谷さゆり: 大腸内視鏡検査を受ける患者の不安の軽減を試みて～オリエンテーションビデオの作成～，名鉄医報（0914－4471）
47 巻；Ｐage12-16(2005.12)
3)高濱恭子：患者への効果的なオリエンテーション. 総合消化器ケアサポートブック 2002
4)中村真由美：上部内視鏡検査に対する患者不安の軽減と援助-パンフレットの心理的効果-，医中誌 2004 年 16 号Ｐage26～44

連絡先：〒181-0004 東京都三鷹市新川 6‐22‐2
TEL 0422‐47‐5511

Ｏ-35 上部内視鏡検査における受容度およびストレスに関する性差
川崎医科大学附属病院
内視鏡・超音波センター ○河上真紀子
消化管内科
塩谷 昭子・春間
総合診療科
山下 直人
検査診断学(内視鏡・超音波)
畠
二郎

賢

【目的】
近年、経鼻内視鏡は苦痛の少ない検査として有用性が報告されている。経口および経鼻内視鏡検査における受
容度およびストレス度を評価し、これらの性差について検討した。
【方法】
FTS 社製 EG470N,EG530N またはオリンパス社製 GIF260N を使用し経鼻内視鏡施行後、及び経口内視鏡検査施
行後、過去の経口内視鏡検査(鎮静下、非鎮静下)についてアンケート調査を実施し、検査前・中・後の苦痛、症
状について検討した。尚、経口内視鏡については鎮静の有無も考慮した。また、経鼻あるいは経口内視鏡検査前・
後で心拍数および唾液アミラーゼモニターによりストレスの程度を測定した。
【対象】
2009 年 10 月より当院と協力病院で経鼻内視鏡検査後にアンケート調査を実施した患者 85 例（女性 55 例 男
性 30 例）および唾液アミラーゼモニターを行った経鼻内視鏡施行 74 例および経口内視鏡施行 40 例。
【結果】
経鼻内視鏡検査のアンケート調査において女性は男性と比較して、
有意に鼻麻酔の前処置に対する苦痛を訴え、
検査中の嘔気および検査後の鼻痛に対する訴えも多い傾向を認めた。鎮静剤使用経口内視鏡検査については、男
性は喉麻酔の前処置および覚醒に要する時間に対する訴えが多く、女性は検査中の喉の痛みに対する訴えが多か
った。鎮静非使用経口内視鏡検査では女性は有意に検査中の腹部膨満感の訴えが多かった。心拍数では経口内視
鏡で男女ともに検査後に上昇、経鼻内視鏡で男性のみ検査後に上昇した。唾液アミラーゼモニターの検討では、
経口内視鏡で女性のみ検査後に上昇、経鼻内視鏡で女性のみ検査後に低下した。

【考察】
女性は経鼻内視鏡によるストレス度が経口内視鏡検査に比較して低かったが、男性は両検査によるストレス度
に差を認めなかった。女性において経鼻内視鏡検査後にストレス度が低下したのは、検査前の不安感強く、検査
によるストレスが少なかったためと考える。
【結語】
上部消化管内視鏡検査における受容度に性差を認めた。よって、性差を考慮したさらなる前処置および検査の
工夫が必要である。
連絡先：〒701-0192 岡山県倉敷市松島 577
℡ 086-462-1111（代）

Ｏ-76 胃粘膜下層剥離術を受けた患者の生活困難感と不安の実態調査
独立行政法人 国立がん研究センター東病院
看護師 ○島田 朋子・黒木 知美・有馬 尚子・須田 真弓
榎本左知子・海老原久美子・三塚 幸子・大木聡美
金田 佳子・福原恵里子
臨床開発センター
野村 尚吾
消化器内視鏡科医師
矢野 友規・池松 弘朗・大野 康寛・金子 和弘
はじめに
内視鏡的胃粘膜下層剥離術(以下 ESD)が早期胃癌の標準治療として行われ、内視鏡での治療が進歩する中、入
院期間は短縮傾向にある。患者が安心して ESD 前後の生活が送れるよう看護介入が求められているが、ESD をう
けた患者がどのような症状を抱え、どの程度の不安を感じながら生活しているのかは明らかになっていない。今
回 ESD 後の生活困難感や不安の程度を調査したので報告する。
目的
ESD を受ける患者の生活困難感と不安の程度を明らかにし、看護ケア提供の基礎資料とすること。
調査方法
2010 年 9 月～2011 年 3 月までの期間、当院において初回胃 ESD を受けた患者で 20 歳以上 80 歳未満、担当医が
登録可能と判断した 53 名。生活困難感の調査は日本語版 EORTC・QLQ C-30 と胃がんモジュール STO22 を使用し不
安・抑うつに関する心理テストは日本語版 HADS を使用(資料 1)。自己記入式アンケート調査を行い、治療前、ESD5
日後、ESD2 週後、ESD4 週後もしくは初回外来の前日の計 4 回実施。
倫理的配慮
本研究は 2010 年 7 月に国立がん研究センターの倫理審査委員会で承認されている。
（研究課題番号：2010-78
）
解析方法(資料 2）
対象者の属性(資料 3)
結果
有効回答 46、無効回答 7、回収率 86.8％であった。総合的な健康状態の値は、治療５日後に低下し２週後には
治療前と同じ程度まで回復、４週後には治療前よりも上昇が見られた(資料 4)。EORTC の機能的尺度は治療 5 日後
には身体、役割機能に低下がみられ 2 週後から 4 週後は役割機能の低下が続いた。身体的症状尺度は治療 5 日後
に多くの症状がみられ、2 週後には疲労・痛み・便秘が続き、便秘のみ治療後 4 週たっても症状が続いた。胃が
んの尺度でも治療 5 日後には多くの症状がみられたが、その後は徐々に消失していくが逆流症状のみ治療 4 週後
も続いた (資料 5)。
HADS については、治療 5 日後に不安・抑うつとも要観察群、要介入群が増え、不安・抑うつともに、5 日後に
介入を必要とする患者が 20％程度と一番多いことがわかった(資料 6)。背景因子（患者情報・生活習慣・手術関
連事項等）
において解析した結果、
切除径が総合的な健康状態に影響を及ぼす因子であることが明らかになった。
切除径が 30 ㎜以下の群と 31 ㎜以上の群では、総合的な健康状態の回復過程に差が生じ、31 ㎜以上の群は回復が

遅れることがわかった(資料 7)。

以上のことより生活困難感、不安・抑うつは治療直後のピークを迎え 1 か月以内にはほぼ回復することがわかっ
た。
考察
ESD は侵襲の少ない治療であるが、治療後には総合的健康状態が阻害されている事が明らかになった。退院後
にも症状が継続する原因としては、治療後も食事制限や運動制限が強いられることが考えられる。

背景因子との関連は、切除径の大きさが、総合的健康状態の回復に影響を及ぼすことがわかった。創傷範囲が
広いことで回復に時間がかかり、各症状として現れたことが、総合的健康状態の回復を阻害したと推察される。
今回 EORTC における不安の項ではその過程に有意差は見られなかったが、HADS では治療直後に要観察群・要介
入群が増えるため、早期から看護介入が必要であると考える。
結語
ESD を受けた患者の生活困難感、不安・抑うつは治療直後にピークを迎え、4 週以内に症状はほぼ回復する。ESD
の入院は短期であり、治療直後に各症状が強くなることを踏まえると、ESD 決定時からの外来での看護介入が必
要となってくる。今回の調査結果を有効に活用し今後の看護に役立てていきたい。
参考文献
1)
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quality-of-life instrument of use in international clinical trials in oncology.J Natal Cancer Inst 85:365-376,1993
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Ｏ－77 当院における ESD の周手術期看護 ～ESD 後の重症化症例を経験して～
医療法人社団以心会 中野胃腸病院
○村上 由美・市川 春美・北岡由紀子・白倉真由美・酒井
医師
深尾 俊一・舟曳 純仁

茜

当院の ESD ﾁｰﾑは医師 2 名、看護師 2 名で、看護師は医師の直接介助・患者管理を担当する。ESD 導入時より、
内視鏡パス・看護記録・患者管理について検討を重ねてきた。今回、ESD 後重症化症例から周手術期看護につい
て振り返りをしたので紹介する。
目的
術前・術中・術後、各々での看護実践能力の向上。外来・内視鏡・病棟での継続看護に繋がる共通認識と連携
を図る。
方法

周手術期の各段階でどの様な看護が展開されたか、担当看護師への聞き取り調査と内視鏡パス・術中記録・診
療録の記録から振り返った。
症例
80 歳代 男性 他院で胃病変あり外科的手術を勧められ当院受診。体上中部後壁にⅡｃ病変あり、組織検査の結
果 adenocarcinoma と診断。ESD の適応と治療方針が決定。家族の希望で本人へ病名告知なし。既往歴・手術歴:
前立腺肥大手術のみ。術前検査で肺機能低下を認めた
・術中経過
所要時間 7 時間 12 分、切除物 80×78mm。送気に CO２使用、血圧変動あり薬剤でコントロール。
治療開始 4 時間後、一時 SpO２低下を認めたが、呼吸状態・末梢循環共良好であった。
・術後経過
翌日の観察で遅発性穿孔認めクリップで一部縫縮。数日腹膜炎、誤嚥性肺炎を併発し徐々に呼吸状態悪化、CO
２ナルコーシスとなり挿管。7 病日、気管切開施行。32 病日、気管カニューレ抜去。47 病日、退院
結果・考察
・術前看護
肺機能評価が未実施で、看護師が呼吸訓練の重要性を認識した上で患者と関わりを持ったか問題点に上げられ
る。
・術中看護
「呼吸器合併症のリスクが高まる」を立案、標準看護計画に沿って呼吸状態の観察・頻回な口腔内吸引・保温
など実践したが、術後には誤嚥性肺炎を併発した。術前に医師と共にアセスメントし、共通認識を持てていれ
ば、デバイス選択や患者管理において、より質の高い看護展開が出来たと考え、医師の術前評価や術中展開の
詳細な情報を得られてなかった事も、反省すべき点である。
・術後看護
術後は病棟看護師にケアが委ねられるが、急速に病態が悪化した症例に対し、術中経過を把握し外科的治療に
匹敵するハイリスク症例という認識があったか、病棟パスによる看護介入と共に個別性を考慮したケアが提供
されたか問題点に上げられる。
結論
周手術期看護とは、術前・術中・術後の全期間を通じて、患者に一貫した全人的看護ケアを提供する事である。
高ﾚﾍﾞﾙな技術を必要とする症例やﾊｲﾘｽｸ症例では、医師の熟練度と同時に、看護師にもより質の高い看護が求めら
れる。本症例を振り返り、ESD 患者に必要な看護ケアが、外科的手術と同等な周手術期と捉えられていない事を
痛感し、今後、医師・看護師各々の立場で継続的に患者をアセスメントし、情報共有・共通認識を持ち、患者に
関わる事が出来る様、各部署に働きかけていきたい。
ESD 導入後 10 年が経過し、多くの症例を経験する中で、今回の症例を通じて看護の振り返りが出来たことは、
術前から術後の全期間を通して看護について改めて考える良い機会となった。
参考文献
1)竹内登美子：周手術期看護 2.医歯薬出版株式会社.2007
2)大山真貴子：周手術期看護Ⅰ基礎編.S-QUE 院内研修 1000’E ナース.2010
3)大山真貴子：周手術期看護Ⅱ応用編.S-QUE 院内研修 1000’E ナース.2010
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Ｏ-78 ＥＳＤ短期入院治療に対する当クリニックの看護の取り組み
医療法人大光会 おおかど胃腸科クリニック
○小山祐深子・松下瑛理渚・木下 朋美・龍井 奈央・林田 春美
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目的
当院は入院ベッド４床を有するクリニックである。入院は、胃・大腸ポリペクトミー、内視鏡的十二指腸乳頭
切開術、胃・食道内視鏡的粘膜下層剥離術（以下 ESD）などの内視鏡治療後１泊～３泊の症例を対象にしている。
中でも ESD は 3 泊 4 日と他の施設に比べ短期の入院治療を行っており、様々な取り組みを行っている。従来の問
題点として４名の常勤医師からの指示内容が異なったり、看護も完全受け持ち制ではないため、症例ごとの指示
の違いや伝達もれにスタッフも戸惑う場面が見られた。今回は、ESD 治療決定から退院後までの指示を統一し、
ESD 前・後のスケジュールや退院後の生活指導などのパンフレットを作成し活用することにより、短期間でも安
全かつ円滑に入院治療を行うことができたためその実際を報告する。
対象
期間は、2010 年 1 月～2011 年 3 月までの 15 カ月間で、対象数は胃 ESD が 33 件、食道 ESD が 2 件の合計 35 件
である。そのうち２件の合併症があり、内訳として潰瘍底からの出血及び肺炎が１件、退院後吐血が１件であっ
た。
取り組みの実際
ESD を実施するにあたり医師、看護師、内視鏡技師、医療秘書など複数のスタッフが関わることにより、医師
による指示内容の違いや指示もれ、スタッフ間の伝達もれという問題点があり、その問題点を解消するために ESD
前、ESD 後、退院後の３期に分け内容の統一化を行った。ESD 前スケジュールとして治療決定から入院当日までの
期間内に使用するもので、内容はインフォームドコンセントや外来でできる術前検査、抗凝固剤の休薬やその他
の服薬指導などの 9 項目を確実に実施することを目的として作成した。使用方法は、医師が日程、来院時間を決
定し、9 項目を患者に合わせ該当する指示に○印を付け、その指示内容を秘書がカルテに転記する。その後看護
師が実施したらチェックしていく形式とした。また抗凝固剤を休薬中の場合は、確実な休薬ができているか入院
当日の治療前にチェックしている。ESD 後スケジュールは治療当日から退院日までの期間内に使用するもので、
内容は、安静度は当日ベッド上安静、歩行はトイレのみ可として、翌日から退院までは病室内及びトイレ、洗面
歩行可にしている。食事は当日絶飲食、翌日、翌々日は胃内視鏡検査の結果にて水分、あめ玉の許可を決定し、
退院日は五分粥より開始としている。経時的に安静度・食事・バイタルサインチェック・点滴・検査・内服の項
目を作成し、実施したらレ点にてチェックしていく形式とした。退院後パンフレットは退院前夜に看護師より患
者及び家族へ指導する際に用いている。内容は、退院後一週間の生活について運動、労働制限、禁酒、禁煙の指
導をしている。また入浴は短めとし、排便時の怒責はさけ、長時間の運転は控えるなどの説明をしている。食事
は、退院日は治療食とし、その後は消化の良い食事の調理例をあげて詳しく指導をしている。退院後は、2 週間
の点滴通院治療と 2 ヶ月間の内服治療および経過観察として術後 1 週間目・4 週間目の胃内視鏡検査を受けるよ
う指導をしている。合併症の症状である吐血や黒色便がないか自己観察するよう指導をし、緊急時は 24 時間対応
できるように連絡先を明記している。
まとめ
今回作成したスケジュールやパンフレットを実際に活用したことにより、指示項目の確認にあたっての時間が
短縮され、すべてのスタッフが戸惑うことなく関わる事ができたと考えられる。その結果、業務の流れもスムー
ズになりスタッフ間の指示、伝達もれを改善し、短期間でも安全かつ円滑に入院治療を行うことができ、統一し
た看護を提供することができた。
連絡先：〒865-0058 熊本県玉名市六田 38-6
℡ 0968-72-5611

Ｏ－79 内視鏡的粘膜切開剥離術（ＥＳＤ）における褥瘡予防対策の検討
内視鏡用体位固定マットの除圧効果を検証する
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目的
上部消化管内視鏡的粘膜切開剥離術（以下 ESD）の褥瘡予防対策は従来、検査台にソフトナース（厚さ 3cm）を敷
き、検査用枕・ポジショニング枕（背部・膝間）で行っていたが、2009 年度、ESD109 件中 5 件（4.58％）治療後、
左頬・左肩に皮膚発赤を認めた。2010 年 4 月から ESD を受ける患者に内視鏡用体位固定マット（以下、体位固定
マット）を使用している（図 1）
。今回、体位固定マットの除圧・褥瘡予防効果を検証したので報告する。

方法
2010 年 10 月～2011 年 1 月に ESD を受けた治療時間 120 分以内の患者 29 名を対象とした。
ソフトナース
（190cm
×55cm×3cm）に体位固定マットを置き、患者に左側臥位に臥床してもらい背部と膝間にポジショニング枕を使
用した（図 2）
。治療終了後のベンゾジアゼピン拮抗薬使用直前に左頬・左肩の毛細血管圧をエルゴチェックで各
3 回ずつ測定し、患者退室前に左頬・左肩・左大転子・左外踝の発赤出現有無を確認した。発赤出現群と発赤出
現なし群にわけ、年齢・性別・BMI・血液データ・毛細血管圧・治療時間について比較し分析した。
結果・考察
29 名全例に左頬・左肩に発赤を認めなかった。毛細血管圧平均は左頬 17.8mmHg、左肩 13.5mmHg であり、いず

れも 40mmHg を下回っていた。毛細血管圧は、近年実測に基づく新たな目標値として「40mmHg」という値が普及し
ており１）、体位固定マットは左頬・左肩の褥瘡予防に有効であることが証明できた。しかし 29 名中 5 名に左大転
子部の発赤出現を認めた。左大転子部の発赤出現あり群と出現なし群の平均は、年齢、あり群 60.7 歳、なし群
68.8 歳、BMI、あり群 24.1、なし群 23.8。血液データでは、TP、あり群なし群とも 7.0g/dl。Alb、あり群 4.2 g/dl、
なし群 4.0 g/dl、Hb、あり群 13.5 g/dl、なし群 13.1 g/dl。毛細血管圧では、左頬、あり群 16.2mmHg、なし群
で 18.0mmHg、左肩、あり群 9.8mmHg、なし群 14.2mmHg。治療時間平均は、あり群 96.4 分、なし群 74.7 分であっ
た。
どの項目も有意差はなかった
（表1）
。
発赤出現群の背景を検証するとA氏60代女性はTP6.4g/dl、
ALB3.9g/dl、
治療時間 110 分。B 氏 60 代女性は BMI31.3、Alb3.9g/dl、治療時間は 120 分。C 氏 80 代男性は BMI・血液データ
は正常で治療時間が 118 分。D 氏 60 代男性・E 氏 60 代女性は BMI・血液データとも正常、治療時間が 60 分台で
あり（表 2）
、いずれの結果からも発赤出現に影響する要因の特定は困難であった。しかし、左大転子部は 60 分
以上で発赤が出現しているため、120 分毎の体位変換では不十分と考える。後日スタッフで測定すると、左大転
子部毛細血管圧は 100mmHg 前後と高値でソフトナースの圧迫が強いこともわかり、左大転子部の除圧は十分でな
かったことが推測される。柴崎は、｢70～100mmHg の圧力が 2 時間皮膚に加わると組織に圧力による皮膚損傷の兆
候が現れ、褥瘡予防のための体位変換が 2 時間ごとである根拠は低く、使用している体圧分散具や患者の状態を
考慮した体位変換間隔を設定すべきである」2）と述べている。左大転子部発赤の予防には、体圧分散具の有効活
用と治療開始から 60 分を目安に除圧が必要であると考える。
結論
1.内視鏡用体位固定マットは左頬・左肩の除圧に有効である。
2.内視鏡用体位固定マットとソフトナースでは左大転子の除圧が不十分で発赤が出現したため対策が必要である。
引用・参考文献
1)酒井梓・松井典子・下田晋也・景山光子・真田弘美：褥瘡発生の要因とその予防について，エキスパートナース，23，P.92-95，2000）
2)柴崎真澄：体位変換の実際，臨床看護第 31 巻第 10 号，P.1446-1451，2005.

連絡先：〒060-0033 北海道札幌市中央区北 3 条東 8 丁目 5 番地
Tel.011-261-5331

Ｏ-80 口腔がん再建症例における術前PEG施行について
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健・野木 育恵・崎野 敬祐
消化器センター
横山 和典・谷坂 優樹・前田 康晴・小山 大介
歯科口腔外科
榊原 典之・水野 貴行・中村 祐介
はじめに
PEG が普及し、摂食・嚥下障害による栄養不良や誤嚥性肺炎に対する手段として胃瘻を考えるのではなく、根
治治療を遂行するため積極的に胃瘻を導入する考え方が広まってきた。当院においても、口腔がん患者に適応と
しており、その現況を報告する。
背景
口腔がんの手術は範囲も広く切除、再建されるため術後の栄養摂取に問題があった。口腔内に腫瘍があるだけ
で、その他の消化管、コミュニケーション能力などには問題なく、従来の経鼻胃管からの栄養投与では、早期離
床、早期リハビリのためには術後の回復が芳しくなかった。そこで、PEG を行うことによって、術後回復につき
検討した。
従来法の問題
経鼻胃管は胃瘻に比べて患者の苦痛が大きく、精神状態を悪化させて自己抜去も多い。また、嚥下機能を障害
し、嚥下訓練の妨げとなることや、下部食道括約筋の生理的機能を障害し、胃内容物の食道、気管への逆流を増
加させ、誤嚥性肺炎の合併を惹起することがある。さらに経鼻胃管は、食道、胃粘膜に接触性のびらんや潰瘍を
形成し、消化管出血をきたす事があるといった難点がある。

術前 PEG の注意点
手術では右腹直筋を皮弁に用いるため損傷を避ける目的から、pull 法を用た。また、口腔内の腫瘍に対する刺
激を考慮し、細径の胃瘻を選択した。造設前に口腔ケアを十分に行う、口腔内の培養検査を行い、MRSA などの細
菌を確認する、瘻孔部への感染が予測される場合は事前に抗生剤を投与する、瘻孔感染した場合、治癒に時間を
要するため、本来目的の手術に影響がない時期に PEG を行うなどである。
固形栄養の利点
本法を用いる患者は、基本的に消化管自体の機能は障害されておらず、液体のみによる栄養補給を行う経管栄
養では非生理的栄養補給となり、下痢などの合併症を発症する頻度が高い。本来、固形物を主体として栄養分の
摂取を行っているので、固形物のほうが合併症を抑制できる。固形化によるメリットは下痢を起こしにくい、誤
嚥性肺炎を起こしにくい、栄養剤が短時間に注入できる、血糖コントロールがしやすくなるなどがあげられる。
まとめ
口腔がん治療における術前 PEG 造設は、経鼻胃管に起因する合併症を抑止し、腹直筋皮弁による口腔再建症例
においても、本来手術に影響することはなく、良好な結果が得られた。しかし、PEG 造設時に口腔内細菌が瘻孔
感染の原因とならないよう細菌検査、口腔ケアなどが重要となる。
〈予報集再掲〉
連絡先：〒051-8501 室蘭市新富町 1‐5‐13
℡ 0143-24-1331

Ｏ-81 経鼻内視鏡における枕の検討～リラックス効果は得られるのか～
出雲中央クリニック 内視鏡室
内視鏡技師 ○梶谷 鈴香・米田 裕美・宮脇 幸恵
看護師
加藤 廣枝
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はじめに
一般に上部消化管内視鏡検査は左側臥位にて行う。検査施行中は同じ体勢を余儀なくされるため、少なからず
精神的または身体的な負担が生ずるものと思われる。
目的
被検者の負担を軽減する目的で検査中に使用する枕に焦点をあて、検討を行う。
対象
2010 年 9 月 1 日～2010 年 10 月 9 日までの期間に、経鼻内視鏡を行った 109 名（男性 40 名、女性 69 名、年齢
18～86 歳、平均 60.0 歳）
。
方法 1
従来使用していた枕（以下、従来枕）より柔らかい 3 種類の枕を用意。A:綿（ポリエステルわた）
、B:微小ビー
ズ（ポリスチレンビーズ）
、C:パイプ粒（ポリエチレン）
。共通表生地：ポリエステル 82%・ポリウレタン 18%、枕
サイズ：35cm×50cm。被検者自身が手に取り、好みの枕を選択する（以下、選択枕）
。なお、A / B / C / 従来
枕の順に枕の硬度は増す。
方法 2
検査開始直前、検査台上（左側臥位）にて被検者自身で選択枕と従来枕を評価する。検査時に使用する枕を被
検者が決定する。検査直後、選択した枕についてアンケート形式で評価する (無記名)。アンケート項目：a 硬さ
が良い、b 高さが良い、c サイズが良い、d リラックスできた。従来枕素材：ウレタン・スポンジ、枕サイズ：幅
28cm×奥行 15cm×高さ 8cm。検査は全例経鼻内視鏡で、スティック法にて前処置を行い、鎮痙薬、鎮静薬は使用
しなかった。

（ 図 １ ）

選択枕 ： ５２名（４７．７％）
A：５名（９．６％）
C：２２名
（４２．３％）

従来枕
５２．３％
（５７名）

B：２５名（４８．１％）

選択枕
４７．７％
（５２名）

N=１０９

＜ｱﾝｹｰﾄ結果＞
アンケート結果 ＞

（ 図 ２ ）＜
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C.パイプ粒
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従来枕
（ ｎ＝57 ）

c．ｻｲｽﾞが良い

ｄ．ﾘﾗｯｸｽできた

※回収率：９９％ 複数回答あり.

結果１
A:19 名 17.4%、B:47 名 43.1%、C:43 名 39.5%。
結果 2
選択枕:52 名 47.7%（A:5 名 9.6%,B:25 名 48.1%,C:22 名 42.3%）
、従来枕:57 名 52.3%。
（図１）
＜アンケート結果＞回収率 99%、選択枕を選んだ理由：A（a;4 名 80.0%、b;2 名 40.0%、c;0 名 0%、d;2 名 40.0%）
、
B（a;21 名 84.0%、b;8 名 32.0%、c;3 名 12.0%、d;8 名 32.0%）
、C（a;12 名 57.1%、b;6 名 28.6%、c;0 名 0%、d;12
名 57.1%）
。従来枕を選んだ理由：a 硬さが良い 43 名 75.4%、b 高さが良い 35 名 61.4%、c サイズが良い 7 名 12.3%、
d リラックスできた 11 名 19.3%。
（複数回答あり）
（図２）
考察
選択枕では従来枕より高いリラックス効果が認められた（P<0.05）
。なお、3 種類の選択枕のうちパイプ粒を使
用した枕が最もリラックス効果が高かった。
結論
選択枕の導入により、リラックス効果を高めることが可能である。
連絡先：〒693-0021 島根県出雲市塩冶町 2123-2
TEL：0853-22-5552
E-mail：icc1@icc-izu.jp

Ｏ-82 内視鏡処置のアフターケア～内視鏡室と院内外スタッフとの連携を図って～
大分健生病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○佐藤 雅子・森田 貴弓
看護師
大原 由衣・荒井美代子
助手
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目的
内視鏡室が中心となり、院内外のスタッフとの連携を図ることによって、経皮胃瘻造設術（以後 PEG と略す）
のアフターケアが充実する。
方法
外来胃瘻カテーテル交換の流れ

当院のカテーテル交換の推移

FAX返信

予約

PFI

1.3

5.3

5.2

6.3

6.6

5.9

5.5

4.7

□計画的な定期交換が進んだ
□他院、他施設からの紹介による交換も増えた

交換返書
管理連絡表

PFI＜1.5

胃瘻造設後の管理が不十分である可能性

PFI＝1.5～3.0

胃瘻造設後の管理は自己完結できている

PFI＞3.0

胃瘻造設後の管理において地域医療連携
に貢献している

図 2 PEG 後管理の指標

内視鏡室
適切なカテーテルへの交換

図１ 外来 PEG 交換システム

当院管理(外来･病棟）の
胃瘻栄養患者96名

PEG後管理の指標

PFI＝年間胃瘻カテーテル交換件数/年間胃瘻造設件数

バイタルチェック
血管確保

次回予定

グラフ１ 当院のカテーテル交換の推移

PEG Follow up Index（PFI）とその評価

外来へ来院

交換日時
内服チェック
ＧＩＦ承諾書･問診表
交換予定カテーテル

TEL/FAX

経口摂取率
約36.5％

内視鏡室
（ PEGセンター）
PEG センター）
経口栄養

胃瘻栄養

61名
完全胃瘻
栄養

26名
PEG併用

9名
完全経口摂取

2010年8月17日断片調査

図 5 当院管理の胃瘻栄養患者の経口摂取率

1.患者のデータベースを作成し、胃瘻カテーテルの交換時期等の情報を管理する。2.定期的な病棟ラウンドを
行い、瘻孔や栄養の状態を退院時の情報提供に役立てる。3.嚥下造影や NST を通して「食べるための PEG」を
目指す。4.公開講座や定例学習会を行い、情報提供や交換の場を持つ。5.相談窓口を通してアドバイザーの役割
を持つ。以上、情報を管理し院内外との連携を図ることで、PEG のアフターケアが充実したかを検討した。
結果及び考察
1.データベース「PEG 管理システム」を FileMaker Pro9 で作成した。交換時期に院内外へアプローチを行っ
た。
「外来胃瘻カテーテル交換システム」(図 1)や内視鏡室直通の電話や FAX を設置し、胃瘻カテーテル交換を
内視鏡室で予約から交換まで行うことで、退院後の定期的なカテーテル交換の推進に努めた。その結果、当院の
PEG 後の管理指標 PFI（年間胃瘻カテーテル交換件数/年間胃瘻造設件：数図 2 ）は、1.3 から 4.7(グラフ１)と
増加した。2.定期的に病棟ラウンドを行い、瘻孔や周囲の皮膚の評価を行い、画像をデータベースに経時的に残
した（個人ラウンドシート：図 3）
。ラウンド時にスキントラブルやカテーテルトラブルがあった場合にはすぐに
ケアができるように石鹸と洗浄用湯、カテーテルの傾き防止用固定スポンジ、こより用ティッシュ、軟膏類など
スキンケア物品を持参し対応した。これらによりスキントラブルが減少するとともに、院内で統一したケアを行
う足がかりとなった。さらに退院時の申し送りに「PEG 管理連絡パス」

図 3 個人ラウンドシート

図 4 PEG 管理連絡パス

（図 4）を用いることにより他院や他施設への情報の提供と共有ができた。3.内視鏡スタッフは院内 NST のメン
バーであり、嚥下造影のデータ管理も内視鏡室で行い、PEG 前後の摂食嚥下機能評価に継続的に関わっている。

当院で管理している胃瘻栄養患者 96 名のうち、完全経口栄養となった患者は 9 名、経口栄養と併用となった患
者は 26 名となり、当院の PEG 後の経口摂取率は約 4 割となった（2010 年 8 月断面調査：図 5）
。4.当院内視鏡
室が中心に行っている公開講座「経腸栄養」は 7 回目を迎え、県下一連からの参加者は延べ 1800 名に及んだ。
また冬季に行っている院内胃瘻学習会には年々院外からの参加者が増加し、2011 年には院外からの参加者が患者
家族を含んだ 50 名となった。5．24 時間相談窓口への問い合わせや相談は、胃瘻カテーテル交換、スキントラ
ブル等があった。2010 年度の相談件数は 114 件あり、院外からの相談が 99 件を占めた。
結論
内視鏡室のスタッフが PEG のアフターケアに積極的に関わることで、PEG 後の患者の情報収集と管理、定期
胃瘻カテーテル交換の推進、トラブルへの早期の対応が可能であった。またこれらの情報の蓄積により PEG セ
ンターとして内視鏡室が地域の相談窓口として活動することとなり、院内外スタッフとの連携がさらに進み、
PEG のアフターケアが充実した。
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