一般演題 「研修・教育」
Ｏ-35 スキル評価表が内視鏡スタッフの教育に及ぼす効果
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
内視鏡室 ○杉浦真由美
背景
内視鏡治療技術の進歩に伴い，内視鏡スタッフに求められる能力は高度化・複雑化している。また，内視鏡に
配属されたスタッフは，初めて経験することが殆どで，覚えなければならないことがたくさんあるため，独り立
ちには多くの時間を要している。このような内視鏡スタッフの教育には，指導内容・方法の統一と評価指標が必
要であり，検査の流れに沿ったスキル評価表が効果的ではないかと考えた。
目的
スキル評価表に基づいた指導と評価が，内視鏡スタッフの教育過程でどのような効果をもたらすか明らかにす
る。
方法
(1)研究期間：平成 21 年 4 月 1 日から 11 月 9 日
(2)研究方法
①スキル評価表の作成
内視鏡検査・治療の介助および看護に関するスキル評価表を作成した(表１）
。スキル評価表には，必要物品，
検査介助手順，留意点，看護行為について，根拠を踏まえて実践する項目を行動レベルで示した。
②指導の実際
まず，新人スタッフが実践に必要な基礎知識があるか確認し，不足していれば補足説明を行った。次に，スキ
ル評価表に沿って検査介助・看護の手順を説明し，ポイントを示しながら実践の手本をみせた。そして，マンツ
ーマン指導のもと，実践を繰り返した。
③確認テスト
内視鏡検査・治療の介助・看護が実践できているかどうかスキル評価の項目に沿って評価を行った。また，コ
メント欄には，できなかったところ，注意すべき点，今後の課題を中心に記載した。すべての評価項目で実践で
きるようになるまで，繰り返し確認テストを行った。
④半構造化面接の内容
半構造化面接は，スキル評価表が内視鏡スタッフの教育に及ぼす効果を明らかにするためのものである。スキ
ル評価表の活用度，役立ち度を中心に，５項目のインタビューリストを作成した(表２)。
(3)手続き
スキル評価表に基づいた指導と評価を６ヶ月間実施後，指導者５名および新人スタッフ３名に対して半構造化
面接を実施した。
結果
(1)対象者・インタビュー時間
各対象の属性およびインタビュー時間は，表３，表４の通りであった。
(2)GTA 分析
プロトコルデータを１文ずつに切片化し，内容を要約するようなラベルをつけた。そして，関連がありそうな
ラベルをカテゴリごとにまとめた（表５）
。さらに，カテゴリ間の動的な関係を把握するために，カテゴリ関連図
を作成した(図１)。
考察
指導者はスキル評価表を，指導方法の統一，個別的な指導に活用し，新人スタッフのモチベーションに留意し
ながらコメントを記載していた。新人スタッフは，検査の準備，必要物品，検査介助・看護手順の確認，予習や
復習など，あらゆる場面で活用していた。また，指導者からのコメントは，実践できる段階がより明確になるた
め，振り返りや次の実践に活かしていた。さらに，スキル評価表による評価は，独り立ちの指標になるとともに，
新人スタッフが“実践できるようになった”という自信にもつながっていた。
多種多様な検査がある中，スキル評価表に基づいた指導と評価により，新人スタッフは検査の準備から介助・
看護に至るまで実践できるようになった。加えて，予習や復習に活用したことで，効果的に知識が定着した。

表１ 上部消化管内視鏡検査 スキル評価表（一部）

表５ デー タ・ラベル・カテゴリ（一部）

チェック項目
□ 検査の目的に応じてスコープの準備ができる．
□ 内視鏡スコープの構造が言 える．
□ 光源装置に正 しくセットできる．
□ 吸引・送気・送水点検とホワイトバランスができる．
□ 吸引・送気・送水が不十分なとき原 因を考えて報
告できる．
□ 患者の準備ができる．
□ 患者氏名を確認して安全に検査台まで誘導できる．
□ 義歯の有無が確認できる．
□ 検査時の留意点やリ ラックスする方法が説明でき
る．
□ プライバシーの保護や保温 に留意 できる．
□ 内視鏡スコープ挿入時の援助が できる．
□ 必要時マウスピースの固定 とラバ ーの装着ができ
る．
□ 不安の軽減を促す声かけや タッチングが できる．
□ 鼻呼吸の指導ができる．
□ ゲップを我慢してもらうように説明できる．
□ 体動が激しいときは，応援を呼ぶことができる．
□ 検査終了後の援助 ができる．
□ 口腔内の分泌物を誤 嚥しないよう に介助できる．
□ 安全に検査台をおろし，患者の状態に変化がない
ことを確認したうえで移動の介助ができる．
□ 患者へねぎらいの言葉をか けることができる．

表２ インタビューリスト

他病 院での実
務経 験/年数
なし
あり/７年
あり/３年
なし
なし

看護 師
経験年数
８年
10年
16年
13年
20年

表４ 新人スタッフの属性とインタビュー時間

対
象
Ｆ
Ｇ
Ｈ

看護師
経験年数
10年
８年
４年

実務経験を
していた部署
産婦人科病棟
ICU
小児科病棟

時間
(分)
10
９
８

内視鏡部門の特徴
・多種多様な検査がある
・必要物品が多い
・注意事項が多い
・覚えることがた くさん ある
使いやす いスキ ル評価表
・適度な枚数
・嵩張らない
・書き込みができる

緊張する

評価されるとき
の感情
できないと スキル評価表
ころが明確 の効果
になる

スキル評価表に必要な項目
・基礎的なこと
・検査の流れに沿っている
効果的なスキル評価表
・評価項目が細かい
・実践段階が明確に分かる
使いにくいスキル評価 表
・枚数が多い
・量的に多い
スキル評価表の活用
・検査の準備
・必要物品の確認
・検査介助手順の確認
・看護手順の確認
・予習，復習

コメント欄
・実践できなかったことを書く
・モチベーションに留意する
・評価項目にない看護 面の
評価
スキル評価表による評価
・独り立ちの指標
・実践できる段階の確認
・個別的な指導や評価
・新人スタッフの自信

表３ 指導者の属性とインタビュー時間
内視鏡室
経験年数
２年
２年
４年
８年
６年

評価されるときは，すご く
緊張するんですけど，
自分ができない部分が分
h017 かるので，そういう面でも
いいかなー って。
h016

スキル評価表の活用
・指導内容の統一
・指導方法の統一
・個別的指導

1 スキル評価表は，どのような場面で活用してい
ますか？
2 スキル評価表は，どのような場面で役に立つと
思いますか？
3 スキル評価表を 活用して，何か困ったことは あ
りましたか？
4 スキル評価表で評価することについて，どのよ
うに思いますか？
5 内視鏡で看護実践能力を身につける過程 で，
スキル評価表は必要だと思いますか ？

対
象
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

データ
ラベル
カテゴリ
スキル評価表で評価することについてどのように思い
ますか？
最低限できないといけな 最低限必要 スキル評価表
h015 いことが全部書いてある なことが分 による評価
ので，
かる

時間
（分 )
７
８
７
８
６

困ること
・基本から逸脱したときの
対応ができなくなる
・工夫ができなくなる

コメント欄
・実践段階の明確化
・振り返りに活用
・指導・評価されたことを
次の実践に活 かす
スキル評価表の効果
・抜け落ちなく準備できる
・見ながら実践 できる
・予習や復習ができる
・次の実践に活かせる
検査介助・看護に必要な
知識・技術が身につく
実践能力を身につける
過程で効果的

指導者・新人スタッフ共通
指導者
新人スタッフ
図１ カテゴリ関連図（一部）

したがって，スキル評価表は，検査の介助・看護に必要な知識・技術を身につける過程で効果があると考えら
れる。
結論
本研究で，スキル評価表に基づいた指導と評価は，検査介助・看護に必要な知識・技術を身につける過程で効
果があることが明らかとなった。コメント欄の活用度が高かったことも，効果が得られた要因のひとつと考えら
れる。
引用文献：
1)土井英子・杉本幸枝・小野晴子:看護技術のチェックリスト作成とその効果と課題,新見公立短期大学紀要，26，115-120（2005）．
2)中原淳・荒木淳子・北村士朗・長岡健・橋本論:企業内人材育成入門,ダイヤモンド社（2006）

3)田村君英・星野洋:消化器内視鏡技師・ナースのバイブル,南江堂（2008）
4)R.M.ガニエ・W.W.ウェイジャー・K.C.ゴラス・J.M.ケラー(著) 鈴木克明・岩崎信 (監):
インストラクショナルデザインの原理,北大路書房(2007)

連絡先：〒448-8505 愛知県刈谷市住吉町 5-15
℡：0566-21-2450
O-36 胃透視と内視鏡画像比較による胃透視読影力向上について
－画像診断科における内視鏡と放射線科の連携－
医療法人マックシール巽病院
内視鏡技師 ○伊東百合子
放射線技師
鈴木 浩行・井深
崇・武田
中野真那美・石田 耕介・原野
医
師
井上 俊宏・倉本 貴典・田中

画像診断科
英児
美佳・濱口 直人
雅也

【背景・目的】
当院 UGI は NPO 法人日本消化器がん検診精度管理評価機構の基準撮影法 2 を基本に、放射線技師（以下技師）
が検査を行い、全例技師によるレポートを作成、更に消化管専門医の一次、検診専門医の二次読影後、精査対象
者には上部消化管内視鏡検査（以下 GS）を施行している。2008 年 8 月内視鏡センターと放射線科が画像診断科と
して統合、2009 年 3 月内視鏡センターに SomemioENDO®が導入、これにより UGI 後 GS 受検者（以下精査受検者）
検索や UGI と GS 所見の対比が容易となった。これを機に、画像診断科としての内視鏡と放射線科の連携、
相互の
知識習得、UGI の技師読影力向上を目的として、精査受検者の画像に関する検討会を開催した。
【対象】2009 年 1 月～2010 年 4 月の期間の UGI 受検者 828 名。精査受検者 45 名。
【方法】
検討会は１回／2 ヶ月、精査受検者の GS 所見と画像を印刷し、該当 UGI 所見及びフイルムと対比、検討した。
期間中を検討会開催前（2009 年 1～9 月）と開催後（2009 年 10 月～2010 年 4 月）に分け、(1)UGI 技師レポート
と医師所見の一致率（部分一致含む。以下同様）(2)精査受検者の UGI 所見（＝医師所見）と GS 所見の一致率(3)GS
所見と技師レポートの一致率、の 3 項目をそれぞれ開催前後で比較した。更に検討会開催の印象を UGI 担当技師
5 名に①内視鏡画像への興味②画像対比の困難性③知識向上への有効性④検討会の読影力向上への効果⑤継続の
有用性必要性、の５項目について聞き取り調査し、そう思う、やや思う、あまり思わない、全く思わない、の 4
段階で回答してもらった。
【結果】
検討会開催前は、UGI 受検者 460 名中(1)422 名 91.7％、精査受検者 19 名中(2) 8 名 42.1％、(3)9 名 47.4％で
あり、医師より技師の方が１件多く一致していた。開催後では UGI 受検者 368 名中(1)347 名 94.3％、精査受検者
26 名中(2)20 名 76.9％、(3)19 名 73.1％であり、開催後の方が一致率は高かった。技師への調査では、傾向とし
て①内視鏡画像に興味あり②画像対比は難しい③画像対比は知識向上へ有効である④検討会は読影力向上には現
時点では効果はない⑤継続の有用性必要性はあると回答した。画像対比が難しくなく、効果があったと回答した
のは、過去にこのような検討を多く経験した技師であった。
【考察】
UGI 技師レポートと GS 所見の一致率について、開催後が高くなった要因を考察した。所見内容をみると開催後
では明瞭な潰瘍瘢痕やポリープが多かった。そこでこの２所見を除き前後を比較すると、開催前 33.3%、後 36.4%
となり、大きな差はなく、一致率も高くなかった。これは検討期間や症例数が少なかったことが要因の１つと考
えたられた。
【まとめ】
内視鏡と放射線科の連携、相互の知識習得、UGI における技師読影力向上を目的とした検討会を開催し、その
前後の所見の一致率を比較した。UGI 技師レポートと GS 所見との一致率は開催後の方が高かったが、明瞭な潰瘍
瘢痕やポリープ所見が多かったため、
両者を除くと一致率に差はあまりなかった。
開催についての技師の印象は、
現時点では読影力向上への効果は感じないが、内視鏡画像への興味はあり、知識向上にも役立ち、継続の必要性・
有意性はあるという認識を得た。読影力向上のためには双方の画像対比の症例数や機会をもっと増やすことが必

要と考えられた。
【結語】
胃透視画像から内視鏡画像への連想は双方に相当な経験が必要で決して容易ではないが、UGI を行う上で内視
鏡画像を知る事は有用であり、また内視鏡技師にとっても胃透視画像の知識は有用である。連携が図り易い体制
になったことを利用し、お互いの知識向上をめざすことには大きな意義があると考える。更に今後、GS に関わる
看護師をも含めた検討会に発展させたい。
連絡先：〒563-0031 大阪府池田市天神 1-5-22
TEL 072-763-5100FAX 072-763-5145

Ｏ-37 豚の食道及び胃・大腸を用いた内視鏡技師介助の研修
宝塚市立病院 消化器内視鏡センター
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【背景・目的】
近年、内視鏡機器の発達により内視鏡の技術は向上し、業務内容も多岐にわたっている。それに伴い、内視鏡
介助も複雑化してきている。内視鏡未経験のスタッフが配属となった際、まず内視鏡処置の見学を行い、次に処
置・処置具の研修を行う。その後は患者に対しての実践研修となる。内視鏡未経験のスタッフが患者の処置介助
につく前には、より実践的な研修を行う必要があると考えている。今回、豚の食道及び胃・大腸での研修を行う
環境ができた。患者の処置介助につく前に、内視鏡的粘膜切除術（以下 EMR）などの処置介助の研修を医師と共
に実践的に行うことができたので報告する。
【対象・方法】
2010 年 4 月より内視鏡未経験のコ・メディカル(臨床検査技師)3 名が配属となった。2010 年 7 月 1 日より消化
器内視鏡センターが開設し9月30日までに、
上部内視鏡検査962件うちEMR１件、
下部内視鏡検査708件うちEMR97
件施行した。研修方法は、まず指導技師と共に内視鏡未経験のコ・メディカルで、市販の食肉用の牛の腸・鶏の
胸肉などを用いて①処置具の準備・使い方、②局注針を使用した注入手順の方法（点墨の手順・方法）
、③高周波
機器の設定、高周波スネアの扱い方、④組織回収、⑤病理組織標本の板への貼り付け方の研修を行った（図１）
。
次に、EMR を研修中の医師、指導医と共に、豚の食道及び胃・大腸での EMR 処置介助の研修を行った（図２）
。実
験用の内視鏡を用いて、⑥処置具の受け渡し方、⑦クリップ装置の扱い方、⑧一連の EMR 操作手順の確認を行っ
た。内視鏡未経験のスタッフはこれらの EMR の処置具の使用方法・操作手順を中心に、何度も確認を行った。
【結果】
豚の食道及び胃・大腸を用いた EMR の研修は安全な内視鏡治療の介助に役立った。
【考察】
豚の食道及び胃・大腸を用いた研修システムは、以下の利点が考えられる。①内視鏡未経験のスタッフに対し、
より実践的な研修を行うことができ、安全な医療の提供ができた。②医師と共に研修を行うことで、チーム医療
の一貫につながった。③個人のレベルにあわせた研修ができた。④処置介助の一連の操作手順の確認を何度も行
うことができた。問題点としては、①豚の生臓器の準備に労力を要する。②コストがかかる。③感染予防のため、
豚専用の内視鏡・処置具を準備する必要があった。
【まとめ】
今後も、スタッフの交代、新人スタッフの配属などで内視鏡未経験のスタッフが処置介助につく前には、豚の
食道及び胃・大腸での研修を行うことが重要と考えられる。

（図１）市販の食肉用の牛の腸・鶏の胸肉などを用いた研修

(図２）豚の食道及び胃 ・大腸を用いた研修
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