〈要望演題〉「安全な内視鏡」
Ｙ-1「アナフィラキシーショック患者の対応シミュレーション」が活かされた事例報告

看護師(内視鏡技師)
看護師
救急看護認定看護師
消化器内科医師
連携診療科医師

NTT 東日本関東病院 内視鏡センター
○五十嵐さおり・小川美智子・菊川留美子・柏井久美子
佐藤 絹子
布施 由紀・福田 恵美・佐藤 美幸・毛利
紫
下川 美幸・神林まり子
小林 陽子
松橋 信行・久富勘太郎・千葉 秀幸・伊藤 高章
竹内
卓
中谷 速男

【はじめに】
内視鏡室での急変要因として出血性ショックやアナフィラキシーショックが予測される。しかし当検査室では
開院以来アナフィラキシーショック事例はなく、在職スタッフの中でアナフィラキシーショック時の対応経験者
が医師で 12％、看護師は経験がなく、対応に不安をもっていた。そこで、アナフィラキシーショック患者の対応
シミュレーション(以下模擬訓練)を計画し 2009 年 12 月と 2010 年 2 月の 2 回、内視鏡室内で実施した。その後
2010 年 4 月、検査後アナフィラキシーショックを起こした事例が発生し、模擬訓練が活かされたので報告する。
【模擬訓練の方法】
(1)急変時の心肺評価ができる。(2)応援を呼べる。(3)内視鏡室内で緊急処置が行える。(4)リーダーを中心に
治療が進められる。上記 4 項目を目標に設定し、具体策を立案・実施した。①キシロカインショック時の対処方
法の統一。
（使用薬剤等、医師とのルール化・マニュアル化）②救急看護認定看護師の指導のもと「キシロカイン
ショック」で事例を立案。医師・看護師・応援スタッフ役と係を設定しシナリオを作成。
（図 1）③患者に医療用
デモンストレーション(以下デモ)人形を使い、模擬訓練の実践。
【結果】目標(1)(2)(4)に対しては、シナリオ通り実践できた。目標(3)に対しては事前にシナリオを把握してい
ても、スムーズな対応とはいかなかったが、内視鏡室内で緊急処置が行えることは確認できた。模擬訓練の反省
をもとに以下の 5 項目を改善した。①救急カートの整頓。②救急カート物品の見直し。③物品使用方法の再確認。
④緊急時対応マニュアルカード作成し携帯。⑤緊急対応時のスペース確保の徹底。（ベッドの位置・不要品の排
除）
【事例紹介】人間ドックで上部消化管内視鏡検査 3 回目の受検者 A 氏。8％キシロカインスプレーⓇで喉麻酔施行
後に検査、生検実施。検査時間は 20 分程度を要した。検査終了後に医師より説明を聞き、異常なく退室。その数
分後、待合の椅子に座り、呻吟している A 氏を発見。唾液流出、顔面蒼白、冷汗、口唇腫脹、体幹発赤、失禁を
認め、徐々に意識低下した。直ちに内視鏡室内で一次救命処置を行ったのち、中央治療室へ搬送し処置継続。意
識レベル回復、循環動態安定し、経過観察入院をしたものの翌日には元気に退院した。
【考察】
模擬訓練では当検査室スタッフ以外の参加・協力が得られ、緊張感あふれる場となり、学びや見直しにつなが
った。その経験が急変した A 氏への円滑な対応に結びついた。医師・看護師が協力し、各々の役割を果たし適切
な治療が施されたことで救命につながり、訓練が有効だったと実感した。
【まとめ】
緊急時は迅速かつ適切に対応できることが理想だが、経験がないと慌ててしまい効果的な対応は困難である。
患者対応に際して、
アナフィラキシーの知識を身につけておくこと、
内視鏡室では局所麻酔薬をはじめとした様々
な薬剤やラテックスを使用することのリスクを念頭におき、問診でアレルギーに関する聴取を行う。かゆみやく
しゃみ・皮膚紅潮・蕁麻疹等の予兆を早期発見できるよう検査中は患者のそばに付き添い観察することが大切で
あることを再認識した。そして、いざという時に速やかに対応できるよう対処法を身につけておくことが望まし
く、今回の模擬訓練は効果的であった。今後も出血性ショックや鎮静薬使用による呼吸抑制など内容を検討し、
模擬訓練を計画・実施していくことが、スタッフの急変時対応能力アップにつながると考え、継続的に取り組ん
でいきたい。

【参考文献】
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【背景】
近年，内視鏡治療や機器の発展が進み，内視鏡的消化管止血術においても，様々なデバイスを応用することで，
手技の選択肢も変化してきている．
【目的】
当院において施行した胃における緊急内視鏡止血術症例を振り返り，緊急時に対する止血術の変遷や治療体制
を検討する．
【対象・方法】
消化管の出血性ショックが疑われ緊急内視鏡を施行した症例．2004 年 12 月から 2007 年 6 月末までの 147 例を
前期，
2007 年 6 月から 2009 年 3 月末までの 34 例を中期，
2009 年 4 月から 2010 年 4 月末までの 33 例を後期とし，
各期における患者の背景や内視鏡診断，止血方法について検討する．尚，止血術施行時には，それぞれ内視鏡専
門医 1 名および主治医 1 名，内視鏡技師１名，看護師 1 名以上のチーム医療として対応している．

【結果】
1)内視鏡所見であるが，各期において消化性潰瘍及び ESD 後の出血によるものが大半を占めた． また，進行癌や
GAVE 等の病変も，年度の変化によらず一定の割合で認めた（図１）
．
2)止血方法の第一選択であるが，前期ではクリップ法や薬剤散布法が大半を占めたが，中期から，止血鉗子
KD-410LR（オリンパス社製）
，高周波治療装置 VIO300D（ERBE 社製）を用いた高周波凝固法の比率が高くなり，後
期においては完全にクリップ法から高周波凝固法へ変遷した．
3)後期における出血部位の性状であるが，露出血管 57.6%，噴出性出血 36.4%，湧出性出血 6.1％であった．この

内，止血鉗子を用いた高周波凝固法の選択は 94.4％を占め，治療時間は内視鏡を挿入してから，止血凝固が完了
するまで平均 18 分 25 秒であった．また，止血鉗子施行による翌日以降の再出血率は 15.2%であったが，いずれ
も凝固機能に異常を認めた．
【考察】
1)高周波凝固について：利点として，出血部位に対して何度もアプローチが可能であり，血管に対する熱変性効
果であるため，止血判定が著明である．また，出力の調整や止血鉗子の選択で様々な出血に対応でき，再止血術
の際にも追加処置が可能であることが考えられた．欠点として，出血点を確実に接触させないと止血力が弱く，
反面強い押しつけ操作や薄い粘膜等では穿孔の危険性が伴う．また，過出力では粘膜表面のみに炭化が生じる．
その他，止血鉗子の大半がディスポ製品であるため，クリップ法や薬剤注入法と比較してもコストが相対的に高
くなる．
2)緊急時の機器について：機器準備リストに基づいて用意することで治療時の不備を防ぎ，
速やかな対応となる．
当院では，前方送水機能付き内視鏡 GIF-Q260J，送水装置 OFP（上記２製品はオリンパス社製）
，スリット孔付き
先端透明フード（トップ社製）を使用することで，出血時の視野確保や出血点へのアプローチに活用している．
また，吸引口が大きいため凝血塊の除去に有効的と考える．
3)事例検討：緊急内視鏡後に患者状態が悪化し，死亡した症例を 2 例経験した．1 例目は肝不全に伴う凝固機能
の異常，2 例目は感染性胸部大動脈瘤の破裂によるものであった．内視鏡治療に偶発した症例ではなかったもの
の，出血性ショック基準に基づき患者の全身状態アセスメントを行い，緊急内視鏡より患者状態の安定を優先し
た治療を行うべきであった．
【結語】
内視鏡止血術の安全性は，
術者の経験に基づき症例に応じて，
最も効果的な方法を選択することが重要となる．
また，介助者も状況に応じて臨機応変に対応できること心懸け，治療中においては出血点の視野確保を念頭にお
き，それと同時に患者状態に留意しながら，確実な止血処置を行う体制の構築が必要と考える．
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- 序論 医用電子機器（以下 ME 機器）の耐用年数は、一般的に 5 年とされているが、実際には 5 年を越える長期間にわ
たり、性能および安全が維持されているという認識の下で使用され続けている傾向にある。しかし、日常使用し
ている ME 機器における劣化は、日々進行しており、実際に不具合を体感する時期は、施設における使用頻度、日
常の取り扱いによって様々であるため、長期間におよぶ劣化ほど認識しにくい。
- 問題提示 内視鏡治療において、最も使用頻度が高いのは電気手術器（Electro Surgical Unit 以下 ESU）である。当診療
部では積極的に内視鏡的粘膜下層剥離術（Endoscopic Submucosal Dissection 以下 ESD）を実施しており、ESD
で使用している ESU は、ルーチンで使用している ESU の通電時間の比ではない。出力の通電に伴い ESU 本体と高
周波デバイスを接続するモノポーラコネクティングケーブル（以下 MC ケーブル）および高周波電流を回収する対
極板の接続ケーブル（＝ペイシェントプレート以下 PP ケーブル）は、コード内部でジュール熱が発生し、導線が
焼け切れていく。つまり、断線となるまでに要する時間が、ルーチン使用している ESU のコードに比べて明らか
に加速傾向にあり、ESD 中に突発的に断線が起こりうるため、現象と状況を正しく判断し、対応しなければなら
ない。
- 判断基準 当診療部ではERBE社製ESUを使用しているため、
選択する出力モード
（電圧、
出力波形のデューティサイクル）
、
出力（W）によって瞬間的に ESU から供給される高周波電流は異なり、判断基準は下記の通りである。
a. 電圧を問わず出力が弱い
b. 200Vp 以下の SOFT COAG が出力されない
c. 電圧を問わず出力しない
d. MC ケーブルを交換すると電圧を問わず出力される
e. 電圧を問わず切開出力が出力されない
f. 電圧を問わず凝固出力が出力されない
g. MC ケーブルを交換しても全く出力されない
＊ e. から g.は ESU 本体もしくはフットスイッチの不具合であることが多い。
選択している出力を意識したケーブル内部の断線を考えるにあたり、共通して言えるのは 200Vp 以上の放電を
伴う出力と 200Vp 以下の放電を伴わない出力とでは劣化に伴う不具合を認識できる着眼点が異なる。そのため、
双方からトラブルシューティングが必要となる。特に、ケーブル内部の断線を決定付けるのは放電しない 200Vp
以下の SOFT COAG が違和感なく出力されるかが劣化の早期発見のポイントとなる。実験では、本来皮膜で覆われ
たケーブル内部の様子を生食寒天と透明シースの内側で断線させたデバイスのモデルを作成し、検証を行った。
（図 1.図 2.参照）
- 臨床対応 トラブルシューティングを短時間で結論づけるためには、ESU をセッティングする際の再現性が極めて重要で
ある。そのため、ディスポーザブルとされる高周波デバイス、患者に貼りつける対極板自体の使い回しなどもっ
てのほかである。対極板をケーブル付きに変更し、常日頃から対極板の張り付ける位置を上部と下部とで徹底し
ておくだけでも a. から d.の不具合において除外できる確認項目は少なくない。ESU のセッティングにおける再
現性の観点から、新品のデバイス、ケーブル付き対極板使用時のモノポーラ出力方式の通電における出力低の原
因として、通電環境の変化を除けば MC ケーブルの耐用劣化（＝ケーブル内部の断線）が最も疑わしい。
突発的なトラブル発生時における臨床対応の基本は、判断に悩むよりも現場を復旧させることが前提である。
リカバーすることが出来なければ、治療を断念せざるを得ない場合もある。そのため、リユースせざるを得ない
MC ケーブル、PP ケーブルは新品を保険として所持しておくことが望ましい。

- 結論 ESU の出力時の違和感は、通電環境の変化、出力設定のみならず、耐用劣化による影響を考える必要がある。
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