一般演題５ 「器機・器具」
Ｏ-40 傾斜台付き枕を作製して ～唾液汚染ゼロへの挑戦～
市立小樽病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○小野 一紀
看護師
尾野 浩美・北村真裕美・吉川 里紗
医師
伊早坂 舞・田中 道寛・安達 雄哉・近藤 吉宏
目的
上部消化管内視鏡検査
（Esophagogastroduodenoscopy 以下 EGD)における唾液汚染は長年解決できない問題であ
る。唾液汚染の原因として EGD に使用する平坦な枕が患者の唾液を拡散させ汚染が生じている。我々は枕に傾斜
を付け唾液の流れを変えることにより汚染を減少させることが可能になるのではないかと推測した。そこで、発
泡スチロールを使用し W190×D120×H30mm×A10°の傾斜台を考案し作製した。その後、従来枕（タカラベルモン
ト TM EX-5V 型 W330×D120×H80mm )と傾斜台をマジックテープで貼り付け EGD を施行した。傾斜台付き枕を使用
することで唾液汚染を減少させることは可能か従来枕の使用と比較検討を行ったので報告する。
（図.2.3.4.5.6.）
唾液汚染とは
唾液が頬部、耳介、髪、肩、までに拡散し汚染することに指定とした。

対象
平成 22 年 10 月 4 日～平成 23 年 1 月 31 日までに EGD に傾斜台付き枕を使用した患者群、男性 67 名、女性 52
名、合計 119 名、従来枕を使用した患者群、男性 66 名、女性 73 名、合計 139 名
方法
EGD に傾斜台付き枕を使用した患者群と従来枕を使用した患者群の唾液汚染者の実態を調査し比較検討する。
更に年齢、EGD 時間、前投薬などについても唾液汚染に繋がる要因はないか調査する。
結果
〈傾斜台付き枕使用群〉唾液汚染者数 119 名中 22 名（18.5%）
1)年齢 最高年齢 84 歳 最低年齢 41 歳 平均値 66.8 歳
2)EGD 時間 最長時間 13 分 47 秒 最短時間 2 分 56 秒 平均値 8 分 17 秒
3)前投薬 抗コリン薬使用 1/22（4%）グルカゴン使用 16/22（73%）未使用 5/22（23%）
〈従来枕使用群〉唾液汚染者数 139 名中 77 名（55.4%）
1)年齢 最高年齢 95 歳 最低年齢 33 歳 平均値 66.5 歳
2)EGD 時間 最長時間 21 分 45 秒 最短時間 2 分 38 秒 平均値 8 分 50 秒
3)前投薬 抗コリン薬使用 7/77（9%）グルカゴン使用 50/77（65%）未使用 20/77（26%）
考察
傾斜台付き枕使用群と従来枕使用群の唾液汚染状況を比較検討した結果、後者に唾液汚染が多かったことが明
らかになった。原因は枕が平坦な為、口から漏れた唾液は左頬へ流れ、更に左耳介へ拡散し唾液汚染が生じてい
た。我々が考案した傾斜台付き枕は、10°の傾斜を設置したことで左頬への唾液流出を、下顎へ導いたことで唾
液汚染を減少させることが可能になった。傾斜台付き枕の使用については、患者から不快な訴えは無かった。ま
た、医師の内視鏡操作に影響を及ぼし苦痛を与えることなども認めなかった。以上のことから傾斜台付き枕は通
常使用が可能であると考えられた。背景因子としての年齢、EGD 時間、前投薬の使用については両群で差が無か
ったことを考慮すると傾斜台付き枕の方が唾液汚染を減少させる枕に適していると考えられた。傾斜台の作製に
ついては低コストで簡便に作製可能であった。難点は枕の材質や形状によって大きさや角度の工夫が必要であっ
た。
今後の課題として発砲スチロールを使用せず枕の材質が一体化した傾斜枕の作製を検討していきたい。
結語
1.傾斜台付き枕の使用は安全で患者に苦痛を与えることなく唾液汚染の減少に有効であった。
2.傾斜台の作製は低コストで簡便に作製可能であるが、枕の材質、形状によっては工夫が必要である。
連絡先：〒047-8550 北海道小樽市若松 1 丁目 2 番 1 号
TEL 0134-25-1211

Ｏ-41 上部消化管内視鏡検査時の苦痛の軽減 ～抱き枕の効果について～
独立行政法人 労働者健康福祉機構 中国労災病院 内視鏡室
内視鏡技師 ○杉本美津枝・後藤ひろみ
看護師
青木 琴美・住田 美和
看護師長
橋本 明美
消化器科医師
岡信 秀治・大屋 敏秀
背景と目的
当院では、一日当たり 20 件～30 件の上部消化管内視鏡検査を行っているがリカバリースペースの問題などが
あり、鎮静剤を使用せずに行っている。
どんな検査をされるのかという不安や嘔吐反射、挿入時など苦痛を訴える患者も多く、看護介入として、声かけ
やタッチングを行い、苦痛軽減を図っている。最近では鎮静剤を使用している施設が多いが、抱き枕を使用する
ことにより鎮静剤を使用せずに苦痛が軽減したという報告があり、今回、苦痛の軽減を図るために抱き枕を使用
しその有用性について検証した。

対象
平成 23 年 1 月～平成 23 年 3 月までの間、当院で上部内視鏡検査を受けた外来患者 255 名。
声かけとタッチングのみを行った群 (以下 A 群) 125 名。声かけとタッチングに加え、抱き枕を使用した群(以下
B 群) 130 名 。
研究方法
抱き枕：大きさ 98cm×27cm 素材は、ポリエステル 100%クッション性のあるものを使用(図 1) 。抱き枕使用時
の体位は左側臥位で、前胸部から大腿部あたりに抱きかかえるようにする(図 2)。
方法 1
A.B 群に共通するもの
1)患者への声かけを統一し施行（検査開始時から終了後まで）
。
2)検査介助時は、患者の背中に立ち肩をタッチングしながら声かけをする。
方法 2
B 群については
検査前、抱き枕の説明をし、検査中に苦痛を感じた時は枕をぎゅっと抱きしめるように声かけを行う。
方法 3
アンケート調査を行う
1)A.B 群の２群間で 1)検査時の苦痛 2)検査時の不安について比較検討した。
さらに内視鏡経験回数別でも追加
検討した
2)統計学的検討には、 χ２検定を用い、P<0.05 を有意とした
患者背景（表１）
A群

n=125

B群

n=130

平均年齢

58.4 歳

59.4 歳

男：女

67：58

60：70

上部内視鏡経験回数
①

初めて

26/125

17/130

②

2～3 回目

56/125

65/130

③ 4 回目以上

43/125

48/130

(図 1)

(図 2)

結果
1)検査時の苦痛は、A 群、28.0% B 群、32.3%が苦痛と回答し両群間で有意差はなかった。
内視鏡経験回数別に追加検討し、いずれの回数でも有意差はなかった。
2)検査時の不安は、A 群、55.2% B 群、45.3%不安と回答し、両群間に有意差はなかった。
3)内視鏡経験回数別で追加検討したところ、初めて検査した患者の不安は A 群 61.5%、B 群 70.5%で有意差はなか
った。
4) 2～3 回の患者では、A 群 67.8%、B 群 46.1%と B 群が有意に不安が軽減した。
5)4 回以上の患者では、A 群 34.8%、B 群 36.2%で有意差がなかった。

6)アンケート結果の患者の気付き
A 群：心が和んだ 、声かけとタッチングで安心した。
看護師がそばにいるだけで不安と苦痛が和らいだ 。
B 群：枕があり前回より楽に感じた 、体位が安定した。
抱き枕があることで自然に力が抜け楽だった。
抱き枕より看護師の声かけに安心した。
考察
抱き枕使用による苦痛の軽減はどの内視鏡経験回数でも有意差がなかった。声かけとタッチングによる看護介
入でも苦痛や不安が軽減したため有意差がなかったのではないか。
不安については、内視鏡経験回数 2~3 回検査した患者で有意差がみられた。前回、枕がない場合を経験しており、
枕があった方が体位が安定し不安の軽減につながった。
結論
1)抱き枕使用による苦痛の軽減は認められなかった。
2)抱き枕使用により、不安の軽減では、内視鏡経験回数 2~3 回検査した患者群で軽減した。
3)看護師の声かけやタッチングも有効である。
参考文献
1)松田里枝:上部消化管内視鏡検査の苦痛の軽減を目的にした抱き枕法の試み、松田里枝、第55 回日本消化器内視鏡技師研究会、2006
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本消化器内視鏡技師学会、2007
3)山田純子:上部内視鏡検査での抱き枕の使用は患者の苦痛軽減に有効である～患者アンケートと筋電図より～ 明石市立市民病院病
院誌、2008

連絡先：〒737-0162 広島県呉市広多賀谷１丁目５番１号
TEL:0823-72-7171

Ｏ-42 食道・胃 ESD 時における患者体位固定具の使用経験
広島大学病院
看護師・内視鏡技師 ○畠山 陽子・横尾 宗子
看護師
新舛 照美・橋本 五月・高田 由美
看護師長
角井 真理
内視鏡診療科医師
岡
志郎・田中 信治
背景・目的
近年、内視鏡的粘膜剥離術（以下、ESD）は、開腹手術に比べて侵襲が少なく QOL を維持できる治療法として、
特に高齢者やハイリスク患者にとっては福音となってきている。しかし ESD は内視鏡的粘膜切除術（以下、EMR）
やポリペクトミーに比べて手技的難易度が高く長時間を要する治療となる。そのため、患者はディープセデーシ
ョン（深い鎮静法）後、脱抑制症状の出現や長時間の体位保持困難が生じやすいことが問題点としてあげられる。
これまで当院では治療時にバスタオルで体位固定を行い、体動の激しい場合には複数の介助者で体位保持を行っ
ていた。
今回、食道・胃 ESD 時に患者体位固定具を使用する機会を得たので、介助者による使用感とその有用性につい
て報告する。
研究方法
1.調査期間：平成 23 年 4 月 1 日～4 月 30 日
2.調査対象：食道・胃 ESD 時、体位固定具を使用した 10 例の介助に関わった内視鏡看護師 5 名
3.評価方法：体位固定具の体位固定状況・安全性について介助した看護師に聞き取り調査
4.体位固定具概要：全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具。患者を固定するためのマットレスとマットレ

スへ空気を注入及び吸引するためのコンプレッサーから成る。
5.使用方法：
1)治療台の上に体位固定具を置きビーズを整える。
2)患者へ精神的不安を与えないように、体位固定具が見えないようタオルケットをひく。
3)患者の体位は左側臥位、上半身はバスタオルで覆う。
4)患者の不安感に対する考慮のため鎮静剤投与後に鎮静効果を確認し、左側臥位（なお、本来の使用法は腹臥
位）による体位固定具の体位固定を行う。
6.倫理的配慮：情報収集に際しては個人が特定できないように配慮した。
結果
体位固定具による体位固定に関して、全症例においてバイタルサインを含めて安全性は保たれていた。10 症例
中 4 症例は治療中に体動は全く見られなかった。6 症例では体動を認め上肢の保持が困難な状況は生じたが、治
療に影響はなく安全性は保たれていた。介助した看護師の体位固定具使用に関する評価としては、患者の体位保
持が出来ている安心感によりモニタリングに集中することができた。しかし、体位固定により腹部の観察や、点
滴留置部の観察が不十分であった。
考察
体位固定具による食道・胃 ESD 時の体位固定については、安全性が保たれていたが、上肢の固定が不十分な例
もあり安全で確実な体位固定の工夫と鎮静剤使用方法の検討が必要である。
連絡先：〒734-8551 広島市南区霞 1-2-3
広島大学病院 看護部
Tel：082-257-5555，
e-mail；hata94@hiroshima-u.ac.jp

Ｏ－４３ 演題取り下げ

Ｏ－44 上部内視鏡検査時における通常送気ボタンと送ガスボタンのＣＯ２使用量比較の検討
セコメディック病院 内視鏡センター
内視鏡技師 ○折笠亜矢子・諸岡あけみ・高森百合子
医師 木村 典夫
背景
内視鏡検査時の送気による腹部膨満感・腹痛が伴い、検査中・検査後に苦痛を訴える患者もみられる。内視鏡
検査送気時に CO2 を使用すると、被検者の苦痛が軽減され、有用であるという報告が当内視鏡技師学会でもされ
ている。
当院でも、オリンパス社製 UCR を導入、内視鏡検査時に使用している。
（図１）
目的
メーカーでは、送ガスボタン（MAJ521・10,000 円）の使用を推奨しているがボタンそのものが通常の送気ボタ
ンより高価でコストがかかり耐久性に問題があるなどの理由で従来どおりの送気ボタン（MH438・6,000 円）を使
用している施設が多いようである。そこで、送ガスボタンを未使用時・使用時のＣＯ２の使用量を使用患者数か
ら比較し、また、送ガスボタンの耐久性も検討し、それらによる総コストの比較を行なったので報告する。
方法
ＣＯ２ガスボンベ（2.2Kｇ）１本で何人の上部消化管検査を行なえるかを送ガスボタンと送気ボタンとで比較
した。
（図 2）当院では、UCR 発売以前よりＣＯ２導入し ガスレギュレーターで使用していた。ボンベよりＣＯ２
の圧がたえずかかっている。そのため、パッキンゴムが損傷しやすかった。
（図 3）送ガスボタンを押してないと
圧力がたえずかかりボタンが飛んでしまう。

送ガスボタンを使用する有用性

ＵＣＲを使用すれば送ガスボタンを押していないときはガスが止まり送ガスボタンに負荷がかからない。送ガ
スボタンはガスが漏れないが、送気ボタンは漏れるのでガスが無駄になる。
送ガスボタンのメンテナンス
洗浄実施後、使用前に逆止弁及びパッキン部分に薄く潤滑用シリコンオイル（ＭＢ-146，別売り）を塗布する
ことにより送ガスボタンの劣化・破損を予防することができる。
検討条件
検討検査：上部内視鏡検査ほぼ全例で使用（但しＣＯ２使用禁忌患者は除く） 週 3 日測定。
使用チューブ：チューブ／送気流量が光源装置「強」相当のガスチューブ（MAJ-1741)使用。
使用ボタン：送気ボタン・送ガスボタン。
＊送気ボタンの場合：検査時のみＣＯ２ボンベバルブ開いて測定。
使用ガス：ＵＣＲを使用して 2.2ｋｇＣＯ２ガスボンベ。
送気ボタンと送ガスボタンのＣＯ２使用日数・使用本数の比較の結果
検討期間：H22 年 5 月 19 日～H23 年 9 月 5 日
送気ボタン使用期間：Ｈ22 年 5 月 19 日～Ｈ22 年 8 月 19 日まで（３ヶ月）
使用人数：平均 39.6 人 (ＣＯ２ボンベ：１本当たり）
ＣＯ２ボンベ一本あたり：平均 8.5 日使用した 期間内にＣＯ２ボンベを 11 本使用した一検査あ
たり 50.5 円であった。
送ガスボタン使用期間：Ｈ22 年 8 月 21 日～Ｈ23 年 9 月 5 日まで（6 ヶ月）
使用人数：平均 222 人（ＣＯ２ボンベ：１本当たり）
ＣＯ２ボンベ一本あたり：平均 75 日使用した期間内にＣＯ２ボンベを：7 本一 検査あたり 9.2
円であった。
検討期間では送気ボタンと送ガスボタンの劣化の差は見られなかった
まとめ
送ガスボタンは、通常のボタンより約５倍強の患者で使用できた。ボタンの耐久性は適切にシリコンオイルを
塗らないと、ボタンのパッキングゴムがすぐに劣化してしまうが、適切にシリコンオイルを塗ることによって通
常のボタンに近い耐久性があった。
ＣＯ２の価格は医療施設の使用量や、納入業者によりかなり価格差があると思われるが、送ガスボタンの耐久
性におおきな問題がないとすれば、ＵＣＲと送ガスボタンを使用することで、通常検査で使用するには、大きな

コスト削減ができると思われる。
連絡先：〒276-0053
千葉県船橋市豊富町 696-1
℡ 047-5-457-9900

Ｏ－４５ ＣＯ２送気における非侵襲的モニタリングの有用性
大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター
臨床工学技士（消化器内視鏡技師） ○柴森
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【はじめに】
内視鏡用ＣＯ２送気装置が普及し,患者苦痛の軽減及び偶発症対策として,通常送気に代え,ＣＯ2 送気を用いて
検査や治療を行っている施設が増加している.
【目的】
意識下鎮静法のＥＳＤにおいて,ＣＯ2 送気時の安全性確保を目指し,非侵襲的・経時的にＣＯ２の測定が可能な
呼気炭酸ガス（ＥｔＣＯ２）と経皮的炭酸ガス（ＰｔＣＯ２）のモニターを用いてＣＯ２送気の安全性と各種モニ
タリングシステムの比較・検討を行った.
【対象】
ＣＯ２送気を用いて行った胃ＥＳＤのうち,モニタリングシステムを用いて充分にモニタリングし得た治療時
間 150 分以上の 32 例を対象とし,ＣＯ２送気装置はＵＣＲ,送気チューブは MAJ-1742・1.2Ｌ/分（共にオリンパス
社製）で, ＣＯ２モニターは,ＥｔＣＯ２モニター；OLG-2800・TG-920P・YG121T（日本光電社製・以下経鼻）とＰ
ｔＣＯ２モニター；Cutaneous Monitor9200（コーケンメディカル社製・以下経皮膚）
・TOSCA500（ラジオメータ
ーバーゼル社製・以下経耳）を用いてモニタリングした.図１参照
【方法】
ＥＳＤにおいて各対象装置でモニタリングを開始し,各装置におけるＣＯ２濃度を測定し,①総合成績②年齢別
（時間経過）③リスクファクターを測定対象とし,測定項目は脈拍（回）
・酸素濃度（％）
・呼吸回数（回）
・BIS・
経鼻（mmhg）
・経皮膚（mmhg）
・経耳（mmhg）とした.
【結果】
①では, 経鼻で 26.8,経皮膚で 45.0,経耳で 49.5 となり（図 2 参照）,ＥｔＣＯ２はＰｔＣＯ２と比較し,その特性
上数値が低くなり,経皮膚と経耳を比較すると,経耳で高くなる傾向があった.
②では,年齢を 75 歳以上と 75 歳以下に設定し,Ⅰ群)0～60 分後・Ⅱ群)60 分～120 分後・Ⅲ群)120 分～150 分後
の時間経過において測定し,それぞれのＣＯ２濃度を経鼻：経皮膚：経耳とし, 75 歳以上でⅠ群) 31.0：44.0：49.4,
Ⅱ群）27.4：45.4：50.2,Ⅲ群）29.6：46.3：50.8 となり, 75 歳以下でⅠ群) 30.3：44.7：46.0,Ⅱ群）26.4：45.0：
48.3,Ⅲ群）25.7：46.2：48.5 となり（図 3・図 4・5 参照）,75 歳以上と 75 歳以下との年齢別で比較するとＣＯ
２濃度は 75 歳以上で高くなる傾向があった.年齢が高くなることにより,末梢循環不全や意識下でのＣＯ２排出能
の低下が認められ,治療時間が長くなるにつれＣＯ２濃度が高くなる傾向があった.
③では,ⅰ群）呼吸器疾患あり・ⅱ群）呼吸器疾患なしに分け, それぞれのＣＯ２濃度を経鼻：経皮膚：経耳とし,
ⅰ群) 31.1：51.6：54.5,ⅱ群）26.3：44.1：48.0 となり（図６参照）,閉塞性肺疾患や拘束性肺疾患等が既往に
ある高リスクファクター患者にＣＯ2 送気を用いると,正常肺患者よりＣＯ2 濃度が高くなる傾向があった.
【考察】

１）ＥｔＣＯ２モニターでは測定センサーの特性上、安定性にかけることもあったが,ＰｔＣＯ２モニターでは
経時的にモニタリングが安定していた.
２）ＣＯ2 送気使用時には,呼吸器疾患の既往等の有無は,問診票や術前準備票に記載し,事前に把握することが
重要である.
図１

ＥｔＣＯ2：終末呼気炭酸ガス濃度

ＰｔＣＯ2：経皮的炭酸ガス濃度
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図２ 総合成績

P<0.05

脈拍 (回）
酸素 （％）
呼吸回数（回/分）
ＢＩＳ
経鼻（mmhg）
経皮膚（mmhg）
経耳（mmhg）

最大値
113.4±23.6
99.8±1.0
31.2±5.2
81±17
36.6±8.4
55.9±16.1
64.9±22.1

最小値
50.4±9.6
93.5±3.5
15.3±4.7
39±34
16.5±9.5
38.7±5.7
34.9±3.9

平均値
76.4±7.4
97.5±3.1
22.6±5.7
61.2±31.7
26.8±4.1
45.0±7.0
49.5±9.6

図３ ７５歳以上

75歳以上 18例

0～60分後

平均年齢：78.9±8.1

経鼻

41.0±7.0

21.3±8.3

31.0±4.3

経皮膚

61.0±19.0

40.1±6.1

44.0±6.8

脈拍：75.6±6.3 酸素：96.6±3.2

経耳

65.4±20.4

36.6±8.6

49.4±2.8

呼吸回数：19.6±3.4 ＢＩＳ：65.1±17.6

60～120分後
経鼻

32.7±4.7

19.7±7.3

27.4±4.4

経皮膚

52.8±6.8

39.8±1.2

45.4±1.3

経耳

62.3±4.7

38.9±3.9

50.2±1.2

脈拍：74.5±4.8 酸素：98.2±0.4
呼吸回数：22.9±2.9 ＢＩＳ：59.5±3.4

120～150分後
経鼻

33.8±2.8

23.3±7.7

29.6±3.6

経皮膚

48.0±2.0

39.3±0.7

46.3±1.9

経耳

59.2±1.8

42.2±2.2

50.8±1.6

最大値

最小値

平均値

脈拍：78.5±3.3 酸素：98.6±0.7
呼吸回数：23.2±3.1 ＢＩＳ：50.8±1.6
P<0.05

図４ ７５歳以下

75歳＜ 14例 平均年齢：63.4±24.4

0～60分後
経鼻

39.1±4.9

20.9±5.9

30.3±4.2

経皮膚

61.1±13.9

38.1±5.1

44.7±1.1

経耳

57.1±8.9

32.7±3.3

46.0±6.2

脈拍：82.2±8.9 酸素：96.6±1.7
呼吸回数：22.3±4.9 ＢＩＳ：62.6±14.1

60～120分後
経鼻

31.0±11.0

19.6±5.4

26.4±6.9

経皮膚

52.6±4.6

41.2±3.8

45.0±0.4

経耳

63.4±2.4

36.2±1.8

48.3±1.5

脈拍：72.9±6.1 酸素：97.4±0.7
呼吸回数：24.6±1.4 ＢＩＳ：54.6±6.6

120～150分後
経鼻

25.3±9.7

20.0±6.0

25.7±7.8

経皮膚

48.0±0.2

42.2±1.2

46.2±1.2

経耳

64.0±1.0

43.2±0.8

48.5±1.8

最大値

最小値

平均値
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脈拍：74.9±2.1 酸素：97.8±0.4
呼吸回数：24.8±5.2 ＢＩＳ：49.4±7.2
P<0.05

年齢別ＣＯ２濃度（時間経過）
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図６ リスクファクター

呼吸器疾患無し
28例
平均年齢：71.1±14.9
脈拍：77.6±7.9 酸素：97.5±2.8 呼吸回数：21.1±6.1 ＢＩＳ：59.5±20.8
最大値
最小値
平均値
経鼻
35.7±4.7
15.5±6.3
26.3±3.1
P<0.05
経皮膚
54.2±17.8
37.7±3.3
44.1±6.4
経耳
60.0±27.0
33.8±4.8
48.1±8.1
気管支喘息 2例 慢性気管支炎 2例
平均年齢：75.7±2.3
脈拍：66.1±2.1 酸素：96.0±2.4 呼吸回数：22.2±2.1 ＢＩＳ：67.8±18.5
経鼻
経皮膚
経耳

最大値
41.7±4.7
58.3±4.3
66.0±11.0

最小値
15.3±3.3
39.7±2.7
44.3±3.3

平均値
31.1±2.9
51.6±4.2
54.5±4.3

P<0.05

【結語】
内視鏡検査・治療でのＣＯ２送気使用時に,年齢・治療時間・リスクファクターの有無等を事前に把握しておく
ことが必要で,様々な要因を考慮してのＣＯ２モニタリングは安全な検査・治療を行う上で有用と考えられる.
【参考文献】
１）笹川智貴：新しい経皮炭酸ガス分圧モニターの有用性 呼気炭酸ガス分圧モニターとの比較,日本臨床麻酔学会 2004 年 10 月 演
題 1-236
２）大谷法理：内視鏡的胆嚢摘出術の術中管理に経皮的二酸化炭素分圧測定が有用であると考えられた1 例,臨床麻酔
vol28/No.12(2004-12)
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Ｏ-46 膵・胆管系内視鏡検査における二酸化炭素（ＣＯ２）送気の有用性について
ＪＡ広島総合病院 内視鏡科
内視鏡技師 ○本山 敏恵・石崎 淳子・田島 由貴
看護師
平舛 仁美・久保田美子・米田 直美・山田小百合
田中 則子・田地由紀乃・縫部 恵子・石川 知佳
消化器内科医師
藤本 佳史・瀧川 英彦
目的
膵胆管系内視鏡検査は、診断や治療の方法として精度の高い検査である。しかし、患者にとっては鎮静剤を使
用した上に、無理な腹臥位で行うため安楽な検査とはいえない。また、長時間にわたると内視鏡操作により過剰
な送気となり、腸管の過伸展、腹部圧迫による苦痛が考えられる。近年、上下部内視鏡検査では二酸化炭素（以
下ＣＯ２）を使用することで、腸管での吸収が早く、循環動態の変動が少ないことが証明されている。当院でも
平成 22 年１月よりＯ社製の内視鏡用炭酸ガス送気装置 UCR を導入し、
内視鏡的粘膜下層剥離術などに使用してい
る。今回、膵胆管系内視鏡検査でＣＯ２による送気を行い、その安全性と有用性について検討した。
対象と方法
平成 22 年 6 月～7 月の 2 ヶ月間に膵胆管系内視鏡検査を施行し、同意を得られた 46 症例を対象とした。ＣＯ２
送気を用いた 27 例をＣＯ２群とし、通常の空気で送気を行った 19 例を通常群とした。今回、呼吸器疾患の症例
は対象外とした。対象の年齢はＣＯ２群では 29 歳から 96 歳までの平均 75.7 歳、通常群では 41 歳から 88 歳まで
の平均 72.6 歳で有意差は認められなかった。
検討項目として、①内視鏡の挿入から抜去までの平均時間についての比較。②検査中のバイタルサインの変動に
ついての比較。③ＣＯ２による影響を知るため、ＣＯ２群の検査前後の血液ガス分析の比較。④検査中はロヒプノ
ール（２㎎＋生食 100 ml）又はドルミカム（10 ㎎＋生食 18ml）による鎮静剤を使用しセデーション下で行うた
め、患者の苦痛度の評価として鎮静剤使用量の比較を行った。
結果
①検査時間は、ＣＯ２群 34±16 分、通常群 38±13 分であり、検査処置の内容についてバラツキ はみられるが、
検査時間での有意差は認められなかった。
②血圧変動は、収縮期血圧の最大値と最小値の差を比較すると、ＣＯ２群 23.4±12.3mmHg、通常群 44.0±19.3mmHg
であり、ＣＯ２群の方が変動は少なく、両群間に有意差を認めた。両者の経皮的酸素飽和度（SpO２）の低下につ
いて有意差は認められなかった。経皮的酸素飽和度が 93%以下まで低下し、酸素吸入を開始した症例については、
両群間の差は認められなかった。
③ＣＯ２群の血液ガス分析の変動は、
二酸化炭素分圧
（PCO２）
が検査前 36.6±3.02mmHg から検査後 38.6±3.65mmHg
と軽度の変動のみに留まっていた。
④ロヒプノール使用量は、ＣＯ２群では 1.92mg、通常群では 2.74mg であり、ＣＯ２群の使用量のほうが有意に少
量であった。ドルミカム使用量についてはＣＯ２群 3.8 ㎎、通常群 3.71 ㎎であり、両群に有意差を認めなかった。
考察
ＣＯ２群と通常群で検査中の循環動態について、収縮期血圧の差として著明に現れたものの、経皮的酸素飽和
度への影響は認められなかった。また、ＣＯ２使用時の血液ガス分析では、検査後に二酸化炭素分圧の上昇が軽
度あったものの正常値内に留まることがわかった。このことから膵胆管系内視鏡検査を行う上で、ＣＯ２を使用
することにより循環動態の負荷を軽減でき、安全に検査を行えることが分かった。また、患者の苦痛除去のため
に使用する鎮静剤は、検査開始時に投与するだけでなく、検査中の患者の体動によって追加投与していく。患者
は鎮静効果の低下により体動を開始する場合と、処置内容などにより苦痛を感じ覚醒して動き出す場合がある。
そのため、鎮静剤の使用量が減量できたことは、検査中の患者の苦痛の軽減につながっていると考えられる。
結語
膵胆管系内視鏡検査において、ＣＯ２送気は通常送気と比較して安全性と有用性に優れることが確認された。
連絡先：〒738-8503 広島県廿日市市地御前 1-3-3
TEL：0829-36-3111

Ｏ-48 上部内視鏡検査におけるマウスピース装着用チューブの考案
医療法人裕紫会中谷病院 内視鏡室
臨床工学技士 〇中谷由紀彦
看護師
山本八千代
消化器内科医師
加山 隆･高野 江麻・牧野 博行・榎本 祥太郎
辻
雅裕・中谷
剛
和歌山県立医科大学 第二内科学講座
医師
前北 隆雄
済生会有田病院 消化器内科
岡
陽子
研究目的
胃がん検診において、最近では任意型検診を中心として内視鏡の需要が増加している。内視鏡施行時に、口腔
内に唾液が溜まり、気管への流入による誤嚥やむせ返りのため、患者に苦痛を与え、内視鏡検査が困難になるこ
とにもしばしば遭遇する。さらに鎮静剤の使用により、誤嚥の危険性は増すと考えられる。唾液の口腔外への流
出は、頭髪や衣服を汚染し検査後不快な気分を味わうことにもなり得る。
我々は以上の点に着目し、ディスポーザブル(使い捨て）のマウスピース装着用持続吸引チューブを考案し有用
性を検討した。このチューブのことを CAM チューブ（Continuous Aspiration Mouthpiece Tube）とよぶ。
方法
吸引チューブを改良して作成したマウスピース装着用持続吸引チューブをマウスピースに装着し、低圧で持続
吸引を行いながら上部消化管内視鏡検査を施行した。
対象
上部消化管内視鏡検査を施行する患者 127 人（男 72 女 55）
、平均 64.91 歳、うち CAM チューブ有り 50 人（男
29 女 21）平均 67.90 歳、CAM チューブ無し 77 人（男 43 女 34）平均 62.97 歳を対象とした。
測定項目
検査時間、唾液流出範囲（5 段階）
、検査時の吸引回数、むせ回数をそれぞれ検討した。
結果
CAM 有り群のほうが、CAM 無し群よりも唾液汚染範囲は有意に狭く、唾液流出による汚染はほとんどなく、吸引
回数も有意に少ない結果であった。むせの回数については有意差が認められなかった。また CAM 装着による口腔
内の血豆形成などの有害事象はみとめられなかった。
考察
CAM 有り群では検査時間が長い傾向にあったにも関わらず、唾液流出範囲は狭い領域にとどまり、唾液を効率
的に吸引できていることが示唆されるこのことは誤嚥を減じ誤嚥性肺炎を予防し、検査後唾液の付着により不快
な気分をすることなく上部消化管内視鏡検査を施行できる可能性があると考える。
結論
CAM による上部内視鏡検査中の持続吸引は、髪や衣服などを汚すことなく、被検者にとって安楽に検査を実施
できる。CAM による上部内視鏡検査中の持続吸引は、誤嚥リスクを軽減させる可能性がある。今後、時間のかか
る内視鏡治療への応用が期待される。
連絡先 〒640-8303 和歌山市鳴神 123-1
医療法人裕紫会中谷病院医療安全管理室
中谷由紀彦 073-471-3111(362)

０－49 改良された経胃瘻的腸用カテーテル
医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院
内視鏡センター看護師
澁谷 保子・長谷川志乃・斉藤 圭子・板倉多美子
石坂 京子
消化器科
河上 純彦・葛西 健二・小川
亮・岡本 宗則
ロックメディカル株式会社
岩崎 敏晴
はじめに
当院では、これまで 200 例程、胃瘻造設をおこなっている。そのうち①嘔吐、誤嚥が頻回に続く場合、②胃瘻
周囲から脇漏れが多い場合に対し、胃瘻より内視鏡を挿入し腸瘻への変更を行ってきた。しかしスムーズに変更
できない場合があり、苦慮してきた。そこでクリエートメディック株式会社に経胃瘻的腸瘻カテーテルの改良を
お願いし 10 例使用し、その改良点を報告する。
問題点
① 胃瘻抜去後、細径スコープでガイドワイヤーを小腸まで挿入して、オーバーザワイヤー法にてカテーテルを挿
入する時、幽門輪に先端がひっかかり進みが悪かった。
② 先端不透過マークが無くどこで不通になるかわからなかった。また、どこまで挿入されているか不鮮明だっ
た。
③ 特定のガイドワイヤーが無かったので、ガイドワイヤーとの滑りに、ばらつきがあった。
④ 造影リング、造影ラインも無く、不鮮明であった。
改良された経胃瘻的腸瘻カテーテル
PEG－J カテーテル先端造影タイプ・親水性ガイドワイヤーセット
カテーテル：6.7mm(20Fr)10ml 有効長 600mm
ガイドワイヤー：1.14mm(0.045“)L－2400mm
改良点
① 瘻孔、幽門輪の通過をよくなるよう先端がテーパー加工してあるため、挿入性が格段に向上した。
② 先端に造影マークをつけたため、どこまで挿入されているか、はっきりと確認出来るようになった。
③ 0.045 のガイドワイヤーがセットになっているので滑り、挿入性が格段に向上した。
④ 手前側の造影リングと造影ラインにより、胃内のバルーンの位置確認と、全体の挿入状態が非常に確認しや
すくなった。
図１：改良前と改良後のカテーテル先端
図２：細経スコープを胃瘻より空腸へ挿入しガイドワイヤーを挿入したところ
図３：内視鏡を抜去しオーバーザチューブ法にて挿入し幽門輪を越える
図４：ガイドワイヤーを抜去したところ
結語
今回の改良により胃瘻から経胃瘻的腸瘻への交換が格段にスムーズになった。特に、先端がテーパー加工する
ことにより、幽門の通過がスムーズになり引き続き十二指腸の通過が格段に早くなった点である。カテーテル交
換の際も同様にスムーズに交換できる。
これら改良により、患者の苦痛の軽減と、時間の短縮が図られた事で、各所での利用が期待できる。他方、経胃
瘻的腸瘻に変更しても、頻度は少ないが嘔吐がみられる場合がある。これは挿入不備や消化管蠕動運動等による
胃内への逆流の可能性があるので、確認を重ね再度報告する。
連絡先：〒003-0825 札幌市白石区菊水元町 5 条 3 丁目
医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院 内視鏡センター
TEL：011‐871‐1121
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Ｏ-50 食道ステント患者の食道異物除去へのウォータープリーズ使用による有用性について
北里大学東病院 内視鏡科
内視鏡技師（臨床検査技師）○三浦 美保・古澤 明子・川村麻貴子
高山 智代・田原恵理子・馬場 秀子
臨床検査技師 西馬場輝和
消化器内科 医師 東
瑞智・木田 光広・田辺
聡・小泉和三郎
背景
患者は食道癌術後（結腸再建結腸残胃吻合）の 75 才男性。食道狭窄部位に食道ステント（メタリック、カバー
ドタイプ）８本を留置していたが良性食道狭窄をきたしていた為、８本のステントを全部抜去、15cm 長のメタリ
ックステント（cover 部 12.5cm）2 本を再留置していた。ステント再挿入 10 ヶ月を経過したところでご飯や魚等
を昼食に食べた後、食物を詰まらせて 2 日間に渡って外来を受診。食道異物除去目的にて上部緊急内視鏡を施行
した。
目的
当院においてウォータープリーズ AF-WP1（フォルテ・グロウ・メディカル社製）を試験使用期間であった為、
ウォータージェット機能スコープと内視鏡用洗浄ポンプ OFP（オリンパス社製）との組み合わせによる比較検討
の機会を得た。
図：使用機種の比較
図：使用機種の比較

使用スコープ
ウォータージェット機能

1日目

2日目

GIF-１T２４０

GIF-Q260J
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チャンネル内径

3.7mm

3.2mm

送水装置

ウオータープリーズ

内視鏡用洗浄ポンプ

AF-WP1

OFP

メーカー

フォルテ グロウ メディカル

オリンパス

送水量

700ml/分（±10%）
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送水経路

鉗子チャンネル
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送水方向
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送水ボトル
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方法
異物除去１日目：ステント内に食物残渣を認め、GIF-1Ｔ240 スコープにて術後の回腸に押し込みステント内を
吸引した。
続いてまず、
通常使用している 20ml ディスポーザブルシリンジによるガスコン水での洗浄を試みたが、
送水の強さ・送水量ともに不十分であった為、AF-WP1 にて洗浄し終了。異物除去２日目：翌日もまた同様に切歯
40cm 付近のステント内に食物残渣を確認し、GIF-Q260J スコープと OFP の組み合わせで施行。スコープで回腸側
へ食物残渣を押し込み、ウォータージェット機能で食道内を水洗し終了した。
結果
２日ともに食物残渣で一杯であったステント内はスコープで押し込まれた後に水洗を試みているが、通常使用
している 20ml ディスポーザブルシリンジによるガスコン水の洗浄では送水の強さ送水量共に不十分であり、
上記
の２機種の使用が望ましい結果となった。GIF-Q260J と OFP の組み合わせでは十分な洗浄効果は得られるが、
AF-WP1 使用時では汎用スコープとの組み合わせにもかかわらずステントに残渣無く、粘液性の付着物もきれいに
洗浄されていた。性能においては OFP では送水ボトル１L において鉗子チャンネル径 3.2mm スコープの対物レン
ズ斜め左下方向の副送水口より約 230ml/分の送水量であり流量の調節が可能であるのに対し、一方 AF-WP1 では
ウォータータンク４L においてスコープの対物レンズ反対側右下方向より 700ml/分(±10%)の一定の送水量のみ

である。AF-WP1 では流量は一定で水洗時間は約３分で、鉗子チャンネルより広範囲に速やかな洗浄効果が得られ
た。一方、OFP においては副送水チャンネルからのピンポイント的な洗浄であるため、流量設定が中程度で水洗
時間が約 11 分と多少時間はかかったが十分な洗浄効果が得られた（図参照）
。また、術後の誤嚥性肺炎は認めら
れなかった。
考察
AF-WP1 と汎用スコープの組み合わせによるもの、OFP とウォータージェット機能搭載スコープとの組み合わせ
による使用において、送水量に大きな差は無く、どちらも食道ステント内に残存した食物残渣の洗浄性に優れて
いた。さらに、OFP ではウォータージェット機能のあるスコープとの組み合わせが必要であるが、AF-WP1 におい
てはスコープの機種を選ばずに使用出来るため、幅広く有用性がある。また、流量の変更は出来ないが適圧適量
の送水により、ステントの洗浄は可能であり、AF-WP1 は有用であると考える。
連絡先：〒252-0380 神奈川県相模原市南区麻溝台 2-1-1
TEL:042-748-9111 (内線 2185)

Ｏ－51 新式吸引パックの利便性の検討
聖路加国際病院附属クリニック予防医療センター内視鏡室
内視鏡技師 ○虻川 香織・針谷 久恵・大洞 朋恵
坪内 志保・大塚
哲
臨床検査技師
桑原 智 北川 彩
株式会社トータルメディカルサプライ
本田 隆治
背景
当検査室では 2010 年度検査実績として上部内視鏡検査 21109 件、下部内視鏡検査 2699 件を実施している。検
査数は年々増加傾向にあり、それに伴い検査中の業務も多く、検査中の吸引パックの交換回数も増えている。
目的
今回 medela 社製の大容量で切り替え不要な新式吸引パックを試験的に導入し、
利便性について旧式との比較検
討を行い報告する
方法
2010 年 10 月に新式吸引パックを 2 週間（10 日）使用し、その後医師 9 名と技師 8 名にアンケート調査を実施
した。吸引力・においの軽減・衛生面の向上の 3 項目を旧式より悪い、変わらない、新式の方が良い、3 段階評
価をした。
さらに各項目に自由記載も加えた。また技師 8 人には取り扱いやすさについても 3 段階評価した。
結果
アンケート結果は全体的に新式のほうが優れているという意見が多くみられた。特ににおいに関しては気にな
らないが 65％（図１）衛生面の向上に関しては旧式と同様 47％または清潔さが保てている 53％（図２）取り扱
いやすさについては意見が分かれた。
（図３）また以前から旧式を使用していて多く聞かれた意見として、２Ｌの
容量に対して容量以下で満タンになってしまっているのではないかとの意見である。そこで、吸引率の違いにつ
いても検討してみた。その結果、吸引率は 92％新式では 100％となり新式の方が吸引率の方が高いという結果で
あった。
図１ においに関するアンケート結果

図２ 衛生面に関するアンケート結果

におい

衛生面

図３ 取り扱いやすさに関するアンケート結果

取り扱いやすさ
取り扱いやすさ

考察
においの軽減・衛生面の向上の項目評価が高かった理由として考えられるのは、①旧式に比べて容量が大きい
こと、②蓋と吸引パックが一体型になっていることにより蓋をはずさずに廃棄が可能であることによるものと考
えられる。技師のみに実施したアンケートでは、取扱いやすさに関しては意見が分かれた。①吸引パック交換の
際、旧式にはなかった 2 つの吸引パックをつなぐタンデムチューブがあるために手間がかかること、②蓋が外し
にくいなどの意見がみられた。新しい吸引パックの交換操作の慣れ不慣れの問題であると考えたが、タンデムチ
ューブに汚水が残っている場合に垂れることもあり、蓋が捨てることができるが、垂れない工夫を考える必要が
ある。今後ガーゼで押さえながら行うや、何かはさむものを用意する必要があるとした。
また、考えられる問題点としては、検査中の吸引パックの交換が難しい為、2 パック分（5ℓ）を超える吸引が
予測される検査には不向きだという点である。しかし、検診を主体とした当検査室ではまずなく、問題はないと
の結論になった。
結語
medela 社製の新式吸引パックは当検査室では検査の途中に交換が不要であること、衛生面の向上やにおいの軽
減においても非常に有用である。今後当検査室でも導入される予定である。
連絡先: 〒104-6591 東京都中央区明石町 9－1 聖路加タワー３・４階
℡03－5550－2422

O-52 改良型シングルバルーン用スライディングチューブを用いた消化管腫瘍に対する ESD への臨床的検討
大阪医科大学附属病院 消化器内視鏡センター
○阿部 真也・柴森 直也・時岡
聡・竹内 利寿・竹内
望
川上
研・依田有紀子・小島 融一・樋口 和秀・梅垣 英次
背景
ESD が普及し治療効率改善のために，様々な機器やデバイスが発売されており，手技も多様化するなかで，各
施設においても安定した治療成績の報告がなされ，安全性も確立されてきている。その中で，出血や穿孔等の偶
発症を予防し，より安全な治療を遂行するには，視野の確保と病変部位への適切なアプローチが重要であること
は学会等で周知されている．
特に，十二指腸や大腸に対する ESD の臨床応用については，臓器の特性上屈曲部の伸展が影響し，病変部への到
達や内視鏡の保持が困難な状況に陥ることもある．また，粘膜が非常に薄いため穿孔のリスクが高いことから，
ESD の保険適応には慎重に議論されている．
目的
今回，十二指腸下行脚及び深部結腸の腫瘍に対して ESD を施行する際に，対象病変への部位固定を目的に，シ
ングルバルーン用のスライディングチューブを改良した，試作オーバーチューブを臨床使用したので，その使用
経験から有用性と問題点を検討した．
尚，患者及び家族には十分なインフォームドコンセントを得ている．
方法
試作改良型大腸用シングルバルーンスライディングチューブ(オリンパス製 ST-Y001-2CI 薬事認可)を用いて，
ESD 時における内視鏡の操作性や保持性，治療時間について比較した．なお，チューブの使用は内径φ12.2mm，
有効長 690mm，バルーン外径φ41.4mm となっている．
（図 1，表 1 参照）
但し，十二指腸に臨床応用する際には有効長 490mm に加工して用いた．また，内視鏡保持時には，バルーンコ
ントローラを用いて，チューブバルーンと腸管を固定し，内視鏡からの送気にはＣＯ２を用いた。
表１
バルーン

ST-SB1
（小腸用 ）

ST-Y0001-2C1

外径

Φ40mm

Φ41.4mm

外径

Φ13.2mm

Φ14.6mm

内径

Φ11mm

Φ12.2mm

有効長

1320mm

690mm

全長

1400mm

770mm

SIF-Q260

PCF-Q260JI

外径

Φ9.2mm

Φ10.5mm

有効長

2000mm

1330mm

挿入部

適用
内視鏡

図１
挿入部

深部結腸施行時間

十二指腸施行時間
(分)

(分)

図２

図３

対象
2010 年 4 月～2010 年 9 月までに，
十二指腸および深部結腸の腫瘍に ESD を施行したチューブ無群 8 例およびチ
ューブ有群 2 例．

※対象病変は術前精査 (NBI 拡大観察時)の際に，病変部位周辺の内視鏡の操作性を確認し，その中で内視鏡の操
作性が困難な症例を対象とした。
結果
1.十二指腸における ESD 施行時間は，チューブ無群 82 分，チューブ有群では 56 分となった．
（図 2 参照）
2.深部結腸における ESD 施行時間は，チューブ無群 110 分，チューブ有群では 44 分となった．
（図 3 参照）
【考察】
1.チューブ有群の ESD 施行時間は，チューブ無群と比較して時間的に短絡傾向であった．
2.チューブ有群では ESD における内視鏡の保持性が高く，介助者の負担が軽減された．
3.チューブを介することで，病変部位までの内視鏡の挿入性や操作性が良好となった．
4.チューブを用いた際，オーバーチューブ様にチューブ内を介しての内視鏡の出し入れは不可であるため，今後
は，レンズの曇り時などの状況に応じて，自由に内視鏡を出し入れ操作が出来るように考慮した内径口の確保
や，対象部位（十二指腸，深部結腸，S 状結腸等）に応じた有効長のスライディングチューブの必要性が考え
られた．
5.チューブの改良により，憩室出血や異物除去，NOTES（Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery） な
どの治療にも応用可能であると思われる．
結語
今回の検討では，ディスポーザブルの試作品であるため，臨床応用分の在庫が限られ症例の蓄積が出来なかっ
たが，試作改良型大腸用シングルバルーンスライディングチューブは，スコープ固定の困難な内視鏡治療におい
て良好な視野確保が可能であることが示唆された．
【参考文献】
1） 阿部真也，柴森直也，時岡聡：改良型シングルバルーン用スライディングチューブを用いた消化管腫瘍に対するESD への臨床的
検討．Gastroenterological Endoscopy 53 巻：Page 955：2011.3
2） 時岡聡，竹内利寿，梅垣英次：改良型シングルバルーンスライディングチューブを用いた消化管腫瘍に対するESD の試み．
Gastroenterological Endoscopy 53 巻：Page 882：2011.3
3） 山田真也，
金子佳史，
土山寿志．
大腸ESD 困難例に対するショートオーバーチューブの使用経験．
Gastroenterological Endoscopy
53 巻：Page800：2011.3

連絡先：〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2 番 7 号
℡(072)683-1221

Ｏ-53 局所注入針の注入抵抗圧の検討 ～介助者視点からの処置具の選定～
北海道大学病院
ME 機器管理センター ○竹内 千尋・岩崎
光学医療診療部
加藤 元嗣

毅

はじめに
ESD に使用する局所注入剤は、長時間病変粘膜を膨隆させるヒアルロン酸 Na 剤を使用しているが、粘調度が高
く局所注入時の抵抗が高いことから介助者特に女性介助者に負担が掛かっていた。
当院の ESD 介助に関わる技師は、男性 4 人、女性 5 人である。そこで今回、注入力の指標として握力測定を行っ
た。その結果、男性：最大値 52.1kgf、中央値 49.1kgf、最小値 47.8kgf で、女性：最大値 31.8kgf、中央値 30kgf、
最小値 27.9kgf であった。
文部科学省から発表された 25～34 歳の握力平均値と比較しても男女共にほぼ同様の結
果であった(表-1)。その中で注目すべきは、男女間で 15kgf 程度の握力差はあることであった。
目的

今回、異なる内径の局所注入針を用いヒアルロン酸 Na 濃度別の最高抵抗圧を測定し、女性介助者でも円滑な注
入作業が行える局所注入針について検討を行い、処置具選定に寄与したので報告する。
表-2 測定結果

表-１ 当院の男女スタッフ別握力測定値
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図-1 測定方法
測定方法
各注入液を10ccｼﾘﾝｼﾞで0.2cc/secで2cc注入した
最高抵抗圧を測定
圧力測定器
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※A B は同距離

A

局所注入針

圧力測定器：正圧用
測定可能範囲：0～1MPa

B

対象
1.局所注入針は、有効長約 2000mm で内径が異なる A 群：0.76mm B 群：0.9mm C 群：1.2mm の 3 種
類を対象とした。
2.注入剤は、J&J 社製 0.4%ヒアルロン酸 Na 含有のムコアップ®原液(M)と中外製薬社製 1%ヒアル
ロン酸 Na 含有のスベニール®を 2 倍希釈 0.5％(S2)と 4 倍希釈 0.25％(S4)を使用した。
測定方法
三方活栓を介して 10cc シリンジと圧力測定器を同距離に接続し、残りの接続口に A～C 群の局所注入針を接続
した(図-1)。局所注入針より 0.25%・0.4%・0.5%のヒアルロン酸 Na 濃度液を注入し、その抵抗値を測定した。注
入速度は 0.2cc/min で合計 2cc 注入されている間の最高抵抗圧の測定を行った。
結果
A 群 M：最大値 36.7 kgf、中央値 34.75kgf、最小値 32.8kgf、
S2：最大値 43.6kgf、中央値 42.55kgf、最小値 41.5kgf、
S4：最大値 38.8kgf、中央値 36.6kgf、最小値 34.40kgf、
B 群 M：最大値 35.1kgf、中央値 34.3kgf、最小値 33.5kgf、
S2：最大値 42.5kgf、中央値 41.2kgf、最小値 39.9kgf、
S4：最大値 32.3kgf、中央値 31.35kgf、最小値 30.4kgf、
C 群 M：最大値 32.3kgf、中央値 30kgf、最小値 27.7kgf、
S2：最大値 41.2kgf、中央値 40.35kgf、最小値 39.5kgf、
S4：最大値 25.6kgf、中央値 25.05kgf、最小値 24.5kgf、
円滑な注入作業を行うには、介助者の握力値より注入圧が同等もしくは下回っていなければならず、当院の女
性介助者の握力値を比較すると C 群で、ムコアップⓇとスベニールⓇ4 倍希釈の濃度がそれに該当した。それ以外
は握力値より全て上回っていた(表-2)。男性介助者の握力値では全て抵抗値が下回っていた。
考察
局所注入針の添付文書等では、針のゲージ数や外径は記載されているが、シースの内径には触れていなく、今
回、内径を測定したことで各社差があり断面積が異なっていた。今回は、針先端への抵抗がない状態で測定を行
ったが、実際は病変部位や性状などから針先端への抵抗値が高くなり注入圧が上昇すると考えられた。そのこと

から、局所注入針は女性でも円滑に作業が行える C 群の内径 1.2mm とした。注入剤では、ムコアップ®とスベニー
ル®4 倍希釈が該当するが、コストや保険適応を考慮しムコアップ®を選定した。
結語
処置具の選定には、性能・周辺機器への適合性の他に操作性などの検討情報を提供し寄与させることが重要で
ある。
連絡先：〒060-8648 北海道札幌市北区北 14 条西 5 丁目
TEL(011)706-5723(内視鏡室直通)

Ｏ-54 カプセル内視鏡検査におけるRAPIDリアルタイムビューアの有効利用とRAPID5 Accessによる読影設定条
件の検討
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・松本 啓志・春間
総合診療部
本多 啓介
検査診断学(内視鏡・超音波)
畠
二郎

賢

目的
①リアルタイムビューアを用いたカプセル誘導の有効性について
②RAPIDⓇ5 Access における最適な読影モード・速度の検討
③RAPIDⓇ6.5 Access による VCE 読影を 2 人の医師と内視鏡技師による読影能を比較・検討
方法
リアルタイムビューア導入後 CE 施行 100 例（リアルタイム群）と導入前の年齢・性別をマッチさせた CE 施行
100 例（コントロール群）を比較検討した。さらに RAPID5 Access を用いた種々の設定条件別（Quickview 1 画面
6 fps; 1 画面, auto mode 12 fps; 2 画面, auto mode 15 fps; 4 画面, manual mode 35 fps or 20 fps）。に、
読影時間および病変検出率について、小腸に有意な異常所見が含まれている OIGB 患者の 20 件、低用量アスピリ
ン内服 OIGB 患者の 12 件の画像を、内視鏡技師 1 名、内視鏡医 2 名(うち 1 名は読影未経験)が続影した結果を解
析した。RAPID Access6.5 について 52 症例 137 病変に対して内視鏡技師 1 名、内視鏡医 2 名で読影能を前向きに
検討した。
成績
リアルタイム群で 33 例に CE の排出遅延が観察され、22 例に飲水負荷、26 例にメトクロプラミド注射、3 例に
内視鏡による CE の誘導を要したが、食道・胃に CE が長時間停滞することが回避できた。リアルタイム群ではコ
ントロール群と比較して、盲腸到達率 (86%vs. 66%, p=0.002) および病変検出率(80% vs. 67%, p=0.04) は有意
に高率であった。RAPID5 Access の検討では、読影時間は内視鏡技師が有意に長かったが、検出率に有意差を認
めなかった。Quickview と 4 画面 35 fps の読影時間は、1 画面, auto mode12 fps と比較して、短かったが、病
変検出率は低く有意な病変の見落としがあった。2 画面および 4 画面 20 fps の読影時間および病変検出率は、1
画面とほぼ同等であった。Rapid Access 6.5 を用いた検討では、読影者間で病変検出率に差を認めなかった。
結果
CE のリアルタイムビューアを有効利用することにより、カプセルの排出遅延を回避し、病変検出能を向上でき
る可能性がある。RAPID Access 5 および 6.5 どちらにおいても、医師と内視鏡技師で病変検出率に有意差を認め
なかった。
結論
最適な読影設定条件にはさらなる検討が必要であるが、現時時点では、読影時間を短縮し、かつ検出率を向上
させることは困難であった。より精度の高い画像解析ソフトの開発と共に、読影専門技師の育成による読影支援
が要求される。
連絡先：〒701-0192 岡山県倉敷市松島 577

℡086-462-1111（代）

Ｏ-55 苦痛の少ない細径内視鏡検査はどちらか
～細径経口用マウスピースでの内視鏡と経鼻内視鏡のランダム化比較試験～
長崎県上五島病院
内視鏡室
内視鏡技師 ○阿野さおり・久保由美恵・江口 善之・村田
看護師
頭島利江子・岸 千津子
医師
本田 徹郎・瀧川 拓人

香

はじめに
経鼻内視鏡検査は患者の受容性が良好であるが、鼻出血や鼻痛が問題となることがあり、また
前処置において手間と時間を要する課題もある。
近年 開発された細径経口用マウスピース（エンドリーダーⓇ）を導入したところ患者の受容性が良好である印
象を持つ事ができた。そこで両者の前向き無作為化比較試験を行い検査の受容性について評価を行ったので報告
する。
対象及び方法
対象は平成22年11月から平成23年8月までに上部内視鏡検査を受けた検診受診者で書面の同意が得られた200名
（男性106人、女性94人、平均年齢57歳）。経鼻内視鏡検査（N群）とエンドリーダーを用いた経口内視鏡検査（O
群）に無作為に割り付け 専門医2名が検査を施行した。検査中の嘔吐反射の回数と唾液量ならびに検査直後のVAS
（0：楽、100：耐えられない）の測定を行った。また検査終了後にアンケート調査を行い両群の検査受容性につ
いて比較検討した。

結果
N群100例、O群100例で検討。検査中の平均嘔吐反射回数【N群：0.76回、O群：2.44回】平均唾液量【N群：4.5ml、
O群：9.5ml】（図１）、平均VAS【N群：22.48、O群：31.44】（図２）はいづれも有意差（p＜0.01）をもってN
群が低値を示した。アンケート調査において前処置麻酔の受容性に関しては両群に差は認めなかった（図３）。
「次回、胃カメラでどちらを選択しますか」の質問では、Ｎ群は100名のうち70名が「鼻から」と回答（図４）。
O群では意外に「鼻から」は13名であり「どちらでも」が44名であった（図５）。また、経鼻内視鏡検査の経験が
あったO群35名で37％が経鼻内視鏡の方が楽だったと回答したが、34%は細径経口（ｴﾝﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ）が楽だったと回答
があり、両検査方法体験者の回答では、検査受容性に大きな差はなかった（図６）。
考察

①嘔吐反射、唾液量、ＶＡＳという客観的指標からは経鼻内視鏡検査の方が被験者の受容性は
高い。
②検査の受容性において前処置（麻酔）の関与は少ない。
③アンケート結果からエンドリーダーを用いた経口内視鏡検査の被験者の38%が経鼻内視鏡より受容性が高いと
考えておりエンドリーダーが有用であることも示唆される。
結語
苦痛の少ない細径内視鏡検査は経鼻内視鏡検査であった。細径経口用マウスピースを用いた経口内視鏡検査も
良好な受容性を示す症例もあり選択肢として提供する必要がある。
今後は患者の検査履歴の把握に努め、その情報を基に助言を行いながら苦痛の少ない内視鏡検査を勧めていき
たい。
連絡先：〒857-4404 長崎県南松浦群新上五島町青方郷 1549-11
TEL : 0959-52-3000

Ｏ-56 VPP 導入による変化と効果
半田市立半田病院
外来看護課 内視鏡技師 ○竹内 克由
消化器内科
大塚 泰郎・神岡 諭郎
はじめに
当院は、地域の基幹病院であり、H18 年より年間 5000 件以上の内視鏡検査を実施している。しかし、公立病院
であり経営状況により予算の確保が難しく、需要に応じた内視鏡システム（モニター・ビデオシステムセンター・
光源装置・電子スコープ・洗浄消毒装置など）を購入することができていなかった。また、そのために、いくつ
かの問題点が生じていた。
今回、症例課金方式の保守付きリース（以下 VPP と略す）を導入することで、それらの問題点を解決すること
ができたので、その経過を報告する。
現状
まず、VPP を導入する前の問題点としては、以下の 3 点があった。
1.新型と旧型のビデオスコープ（以下スコープと略す）が混在していたため、提供できる医療に公平性を欠いて
いた。
2.新型スコープが不可欠なときは、洗浄が終了するまでかなりの待ち時間が生じていた。
3.半数以上のスコープが耐用年数を超過しており、修理費用などの維持費が年々高額になっている。
医師が主導になりオリンパス社と協議の上、平成 21 年 4 月から VPP を導入した。
実践報告
以下の改善効果が得られた。
1.新型のスコープの本数が増え、全ての症例において、新型のスコープを使用することが可能になり公平に医療
が提供できるようになった。また、スコープの種類が豊富になったため、処置・治療など、目的に合ったスコ
ープを使い分けることができるようになり、提供できる医療の質も向上した。
（図 1）
2.洗浄消毒装置も増やすことができ、洗浄にかかる待ち時間が短縮した。患者・医療者双方にメリットがもたら
せた。また、洗浄履歴管理を導入する事により、洗浄・消毒履歴管理のミニマムスタンダードも可能になり、
さらに安全で安心な医療を提供できるようになった。
（図 2）
3.オリンパス社から修理詳細の報告（修理件数、修理内容、修理金額）があるため、特にスコープの取り扱う上
での注意すべき点を把握しやすくなった。また、オリンパス社の方から、スコープの構造や取り扱い方などの
指導を受けることができ、スタッフの知識が向上し、機器を故障させない取り扱い技術を身につけることがで
きた。実際、修理費用においては、経費削減効果が得られた。
（図 3）
結果
高画質が得られ早期癌の発見がしやすくなった。医師のモチベーションがあがった。

図１

図２

図３

おわりに
当院は、
今回 VPP を導入することにより、
内視鏡検査において先進技術で診断から治療まで行えるようになり、
より質の高い医療を提供できるようになった。
参考文献
1)日本消化器内視鏡技師会：洗浄消毒出力データ標準化委員会
2)日本消化器内視鏡技師会会報・2011：46：224-225

連絡先：〒475-8599 愛知県半田市東洋町 2 丁目 29 番地
TEL：0569-22-9881

Ｏ-57 当院における内視鏡機器管理業務の見直し
－スコープ漏水テスト方法を試みて－
医療法人天神会 古賀病院２１ 臨床工学部
○松岡友里恵・石川
悟
新古賀病院 臨床工学部
國武 憲章・松本 健太
新古賀クリニック 臨床工学部
轟
良嗣・江口 信幸
はじめに
当会において 2010 年度の内視鏡症例数は 11,200 例を超え年々増加傾向にあり、保有する内視鏡機器も増加し
ている（図１）
。それに伴い内視鏡機器修理費用も増加しているのが現状であり、修理費用削減を目的として機器
管理業務の見直しを行ったので報告する。

スコープリーク故障の内容
当会のスコープリーク故障の内容を表１に示す。スコープ内部への水の浸水がなく外表面の故障にとどまった
ものを軽修理とした。湾曲ゴムやスイッチ部などの薄いゴムでできている部分によく発生し、原因は主に使用劣
化や煩雑な取り扱いなどが挙げられる。修理費用は部位によって多少異なるが、約 3～6 万円/件（当院価格）と
比較的安価である。
この段階を見逃し、スコープ内部に水が浸水し内部機器にまで故障が及んだものを重修理とした。内部の精密
機器の修理や部品交換が必要となり、修理費用は約 20～60 万円/件（当院価格）と高額である。

スコープ漏水テストの改善の経緯

漏水テスト方法の改善内容を表２に示す。
方法①：期間：2001 年～2004 年
漏水テストはスコープの故障時・異常時のみ行った。時間は約 2 分で、内視鏡洗浄消毒装置エ ンドクレンズ
－ＳⓇ（Johnson & Johnson 株式会社製、以下洗浄機）に浸水させ、スコープ全体を目視観察し発生する気泡
の確認を行う「液中気泡確認法」を行った。全修理費用のうち、スコープのリーク故障に対する修理費用が
62％を占めていた。
方法②：期間：2005 年～2010 年 5 月
修理費用削減を目的に漏水テスト方法の改善を行った。頻度を可能な限り毎症例終了時に変更した。時間も約
5 分へ延長し、方法①と同様に液中気泡確認法でスコープ全体の目視観察に加え、漏水テスト中にスコープの
アングル操作を行い、リーク故障がよく発生する湾曲ゴムやスイッチカバーなどの細部の観察まで十分に行っ
た。しかしこの方法は時間を要し、年々症例数が増加している現状では実施することが困難になった。
方法③：期間：2010 年 6 月～同年 12 月
手技の簡素化・時間の短縮を目的とし、再度漏水テスト方法を検討し改善を行った。頻度は方法②と同様に毎
症例終了時であるが、時間を 1 分 30 秒へ変更した。使用機器は洗浄機から手動加圧器マノメータ（OLYMPUS
社）へ変更し、浸水しない状態でスコープ内部に空気圧を加え、加圧の保持を確認し漏水の判断基準とした。
結果
スコープリーク故障の修理費用の推移を図２に示す。
1 本あたりの平均修理費用は、方法①で約 25 万円、方法②で約 12 万円、方法③で約 15 万円であった。また、
漏水テストに要した時間は方法②で 5 分、方法③で 1.5 分であり、１症例あたり 3.5 分の時間短縮となった。方
法③の総症例数は 7,279 例、
1 日平均症例数は 34 例であり、
この期間は方法②を継続したと考えると１日平均 119
分（3.5 分×34 例＝119 分）の時間が削減できた。この時間は、患者への対応、検査間の申し送り、機器のメン
テナンスなど有効利用できた。考察
スコープのリーク故障を軽修理で発見し重修理を未然に防ぐことができれば修理費用を大幅に削減できるので
はないかと考えた。方法を①から②へ変更し、毎症例後に漏水テストを行うことで、スコープリーク故障を早期
発見でき、その後の重篤な故障に移行せず、修理費用の削減に繋がったと考えられる。
現在の方法③は、
早期発見かつ時間の短縮にも有効で、
症例数の増加に対して十分に対応できると考えられる。
スコープ漏水テストのガイドラインがないため、今後も方法③の有用性を検討すべきであると考える。
結語
スコープ漏水テスト方法を改善した結果、高額な修理を未然に防ぎ修理費用の削減が可能となり、さらに時間
の短縮が可能であった。
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